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売上好調（前期比11.2%増）に伴い、事業利益(前期比32.9%増)、営業利益
（前期比23.3%増）共に前期を大幅に上回り着地

損益の概況

業績ハイライト
事業規模の拡大および丸亀製麺既存店売上が好調に推移したこと等により売上は増加
（前期比11.2%増）それに伴い事業利益（前期比32.9％増）、 営業利益（前期比23.3％増）
共に増加 四半期利益は、金融費用の増加等に伴い減少（前期比11.0%減）

※・事業利益＝ 売上収益－売上原価－販売費及び一般管理費
・EBITDA＝営業利益＋その他の営業費用－その他の営業収益＋減価償却費及び償却費

調整後EBITDA＝EBITDA＋減損損失＋非経常的費用項目

（単位：百万円）
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金額 売上比 前年比 金額 売上比 計画比 金額 売上比

売上収益 80,017 100.0% 111.2% 77,748 100.0% 102.9% 71,981 100.0%

事業利益 5,840 7.3% 132.9% 3,651 4.7% 160.0% 4,393 6.1%

EBITDA 15,499 19.4% 231.2% 13,793 17.7% 112.4% 6,705 9.3%

調整後EBITDA 15,560 19.4% 226.4% 14,093 18.1% 110.4% 6,872 9.5%

営業利益 5,084 6.4% 123.3% 3,359 4.3% 151.4% 4,122 5.7%

税引前利益 4,100 5.1% 99.3% 3,073 4.0% 133.4% 4,128 5.7%

四半期利益 2,601 3.3% 89.0% 2,009 2.6% 129.5% 2,923 4.1%
親会社の所有者に
帰属する四半期利
益 2,569 3.2% 87.1% 1,948 2.5% 131.9% 2,948 4.1%

計画 前年同期第2四半期


2Q



				連結PL (IFRS) レンケツ

						第2四半期 ダイ シハンキ						計画 ケイカク								前年同期 マエ ネン ドウキ キ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネンヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		80,017		100.0%		111.2%		77,748		100.0%		102.9%				71,981		100.0%

				事業利益 ジギョウ リエキ		5,840		7.3%		132.9%		3,651		4.7%		160.0%				4,393		6.1%

				EBITDA		15,499		19.4%		231.2%		13,793		17.7%		112.4%				6,705		9.3%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		15,560		19.4%		226.4%		14,093		18.1%		110.4%				6,872		9.5%

				営業利益 エイギョウ リエキ		5,084		6.4%		123.3%		3,359		4.3%		151.4%				4,122		5.7%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		4,100		5.1%		99.3%		3,073		4.0%		133.4%				4,128		5.7%

				四半期利益 シハンキ リエキ		2,601		3.3%		89.0%		2,009		2.6%		129.5%				2,923		4.1%				←値張り注意 アタイ バ チュウイ

				親会社の所有者に帰属する四半期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク シハンキ キ リエキ		2,569		3.2%		87.1%		1,948		2.5%		131.9%				2,948		4.1%



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		108.5%		47,039		100.0%		104.6%				45,346		100.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%				←　自動リンク ジドウ







				Consolidated PL (IFRS)																												Planned（計画した・された）　

						2Q FY 2019 						2Q FY 2019 (forecast) 								Previous period												一語だけでは違和感がありますがいかがでしょうか

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 				Amount		% to Revenue

				Revenue		80,017		100.0%		111.2%		77,748		100.0%		102.9%				71,981		100.0%										上期計画　H1 2018 (forecast) 

				Contribution margin		5,840		7.3%		132.9%		3,651		5%		160.0%				4,393		6.1%

				EBITDA		15,499		19.4%		231.2%		13,793		18%		112.4%				6,705		9.3%

				Adjusted EBITDA		15,560		19.4%		226.4%		14,093		18.1%		110.4%				6,872		9.5%										売上費　% to Sales 

				Operating profit		5,084		6.4%		123.3%		3,359		4.3%		151.4%				4,122		5.7%

				Profit before tax		4,100		5.1%		99.3%		3,073		4.0%		133.4%				4,128		5.7%										計画比 % to Plan 

				Profit for the year		2,601		3.3%		89.0%		2,009		2.6%		129.5%				2,923		4.1%

				Profit for the year attributable to owners of the parents		2,569		3.2%		87.1%		1,948		2.5%		131.9%				2,948		4.1%										前年比 YoY



				Marugameseimen segment																												英語では、表記の統一が重要になります。

				Revenue		49,183		100%		108.5%		47,039		100%		104.6%				45,346		100%										Pnanned(FY2018 2Q)

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%										 (2Q 2018) と期が前に来ます。

				Overseas segment																												カッコの前後には半角スペースが必要です。

				Revenue		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%





















4Q1



				連結PL (IFRS) レンケツ

						当期 トウキ										計画 ケイカク								前期 ゼンキ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		進捗率 シンチョク リツ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネンヒ				※値張りがあるので、計算式をチェック アタイ バ ケイサン シキ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		116,504		100.0%		49,660		100.0%		114.5%		112,233		100.0%		103.8%				101,779		100.0%		114.5%

				EBITDA		11,745		10.1%		-		-		-		-		-		-				12,167		12.0%		96.5%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		12,362		10.6%		-		-		96%		14,057		12.5%		87.9%				12,934		12.7%		95.6%

				営業利益 エイギョウ リエキ		7,635		6.6%		4,490		9.0%		88.6%		8,851		7.9%		86.3%				8,619		8.5%		88.6%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		7,175		6.2%		4,380		8.8%		84.8%		8,993		8.0%		79.8%				8,466		8.3%		84.8%

				当期利益 トウキ リエキ		4,663		4.0%		2,800		5.6%		83.5%		5,968		5.3%		78.1%				5,585		5.5%		83.5%				78.1%		※値張り アタイ バ

				親会社の所有者に帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウ キ リエキ		4,665		4.0%		2,810		5.7%		82.8%		5,970		5.3%		78.1%				5,631		5.5%		82.8%				78.1%		※値張り アタイ バ



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		49,660		100.0%		57.5%		89,306		100.0%		55.1%				85,598		100.0%		57.5%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		7,832		6.7%		-		-		-		14,913		-		-				13,674		13.4%		57.3%				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		49,660		100.0%		287.0%		6,876		100.0%		243.2%				5,826		100.0%		287.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		2,352		2.0%		-		-		-		366		-		-				363		0.4%		647.9%				←　自動リンク ジドウ

										　







				Consolidated PL (IFRS)

						FY 2017										FY 2017 Plan								Previous period

						Amount		Ratio to
Revenue		Planned		Ratio to
Revenue		Ratio to
Plannede		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Planned				Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		116,504		100.0%		49,660		100.0%		114.5%		112,233		100.0%		103.8%		0		101,779		100.0%		114.5%

				EBITDA		11,745		10.1%		-		-		-		-		-		-		0		12,167		12.0%		96.5%

				Adjusted EBITDA		12,362		10.6%		-		-		96%		14,057		12.5%		87.9%		0		12,934		12.7%		95.6%

				Operating profit		7,635		6.6%		4,490		9.0%		88.6%		8,851		7.9%		86.3%		0		8,619		8.5%		88.6%

				Profit before tax		7,175		6.2%		4,380		8.8%		84.8%		8,993		8.0%		79.8%		0		8,466		8.3%		84.8%

				Profit for the year		4,663		4.0%		2,800		5.6%		83.5%		5,968		5.3%		78.1%		0		5,585		5.5%		83.5%

				Profit for the year attributable to owners of the parents		4,665		4.0%		2,810		5.7%		82.8%		5,970		5.3%		78.1%		0		5,631		5.5%		82.8%

				Marugameseimen segment

				Revenue		49,183		100.0%		49,660		100.0%		57.5%		89,306		100.0%		55.1%		0		85,598		100.0%		57.5%

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		6.7%		-		-		-		14,913		-		-		0		13,674		13.4%		57.3%

				Overseas segment

				Revenue		16,720		100.0%		49,660		100.0%		287.0%		6,876		100.0%		243.2%		0		5,826		100.0%		287.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		2,352		2.0%		-		-		-		366		-		-		0		363		0.4%		647.9%





4Q



				連結PL (IFRS) レンケツ

						当期 トウキ						計画 ケイカク								前期 マエ ドウキ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		145,022		100.0%		124.5%		144,673		100.0%		100.2%				116,504		100.0%		124.5%

				EBITDA		8,671		6.0%		73.8%		-		-		-				11,745		10.1%		73.8%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		12,402		8.6%		100.3%		-		-		-				12,362		10.6%		100.3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		2,302		1.6%		30.2%		4,710		3.3%		48.9%				7,635		6.6%		30.2%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		1,337		0.9%		18.6%		4,219		2.9%		31.7%				7,175		6.2%		18.6%

				当期利益 トウキ リエキ		221		0.2%		4.7%		3,017		2.1%		7.3%				4,663		4.0%		4.7%				←値張り注意 アタイ バ チュウイ

				親会社の所有者に帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウ キ リエキ		267		0.2%		5.7%		3,105		2.1%		8.6%				4,665		4.0%		5.7%



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		108.5%		47,039		100.0%		104.6%				45,346		100.0%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%		0.0%				←　自動リンク ジドウ







				Consolidated PL (IFRS)																														Planned（計画した・された）　

						FY 2019 						Full -year forecast								FY 2018														一語だけでは違和感がありますがいかがでしょうか

						Millions of yen		Ratio to revenue		YoY change		Millions of yen		Ratio to revenue		Ratio to budget				Millions of yen		Ratio to revenue		YoY change

				Revenue		145,022		100.0%		124.5%		144,673		100.0%		100.2%				116,504		100.0%		124.5%										上期計画　H1 2018 (forecast) 

				EBITDA		8,671		6.0%		73.8%		-		-		-				11,745		10.1%		73.8%

				Adjusted EBITDA		12,402		8.6%		100.3%		-		-		-				12,362		10.6%		100.3%										売上費　% to Sales 

				Operating profit		2,302		1.6%		30.2%		4,710		3.3%		48.9%				7,635		6.6%		30.2%

				Profit before tax		1,337		0.9%		18.6%		4,219		2.9%		31.7%				7,175		6.2%		18.6%										計画比 % to Plan 

				Profit for the year		221		0.2%		4.7%		3,017		2.1%		7.3%				4,663		4.0%		4.7%

				Profit for the year attributable to owners of the parents		267		0.2%		5.7%		3,105		2.1%		8.6%				4,665		4.0%		5.7%										前年比 YoY



				Marugameseimen segment																														英語では、表記の統一が重要になります。

				Revenue		49,183		100%		108.5%		47,039		100%		104.6%				45,346		100%		0.0%										Pnanned(FY2018 2Q)

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%		0.0%										 (2Q 2018) と期が前に来ます。

				Overseas segment																														カッコの前後には半角スペースが必要です。

				Revenue		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%		0.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%		0.0%





















丸亀PL



				※項目　丸亀製麺を更新すれば他のセグメントもリンク コウモク マ コウシン タ																																																				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期 ダイ シハンキ						計画 ケイカク										前年同期 ゼンネン ドウキ																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキ ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキ ヒ																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		108.5%		47,039		100.0%		104.6%		104.6%				45,346		100.0%		108.5%																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%		117.8%				6,595		14.5%		118.8%		1,237																												税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Marugameseimen segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		49,183		100%		108.5%		47,039		100%		104.6%		104.6%				45,346		100%		108.5%										19,324		-		254.5%

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%		117.8%				6,595		14.5%		118.8%										14,576		75.4%		53.7%























とん一PL



																																																								その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				豚屋とん一セグメントPL  ブタ ヤ イチ																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期						計画										前年同期																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		1,827		100.0%		95.5%		1,940		100.0%		94.2%		94.2%				1,914		100.0%		95.5%																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ		55		3.0%		-		29		1.5%		188.2%		-				△ 12		-		-458.3%		67																												税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Butaya tonichi segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		1,827		100.0%		95.5%		1,940		100.0%		94.2%		94.2%				1,914		100.0%		95.5%										19,324		-		9.5%

				Operating profit of Butaya tonichi segment		55		3.0%		-		29		1.5%		2		-				△ 12		-		-458.3%										14,576		75.4%		0.4%























カフェPL



																																																								その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				カフェセグメントPL 																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期						計画										前年同期																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		2,595		100.0%		149.0%		2,278		100.0%		113.9%		113.9%				1,742		100.0%		149.0%																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ		116		4.5%		-		94		4.1%		123.4%		-				69		-		168.1%		47																												税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Butaya tonichi segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		2,595		100.0%		149.0%		2,278		100.0%		113.9%		113.9%				1,742		100.0%		149.0%										19,324		-		13.4%

				Operating profit of Butaya tonichi segment		116		4.5%		-		94		4.1%		1		-				69		-		168.1%										14,576		75.4%		0.8%























海外ＰＬ

				海外事業セグメントＰＬ カイガイ ジギョウ

						第2四半期						計画										前年同期

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%		102.0%				14,906		100.0%		112.2%

				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%		124.5%				1,695		11.4%		138.8%		657







				Overseas segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%		102.0%				14,906		100.0%		112.2%

				Operating profit of Overseas segment		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%		124.5%				1,695		11.4%		138.8%

















店舗数



								2019年
3月末 ネン ガツ マツ		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								出店		退店		2019年
9月末 ネン ガツ マツ

										1Q		2Q		3Q		4Q

				国内 コクナイ				1,103		7		0		-2		-4		36		16		1,123

						内、丸亀製麺 ウチ		817		7				-2		-4		11		4		824

				海外 カイガイ				575		-1				1		1		61		34		602

				合 計 ゴウ ケイ				1,678		6		0		-1		-3		97		50		1,725





								2019
Mar		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								Open		Close		2019
June

										1Q		2Q		3Q		4Q

				Domestic				1,103		7		0		(2)		(4)		36		16		1,123

						Marugame Seimen		817		7		0		(2)		(4)		11		4		824

				Overseas				575		(1)		0		1		1		61		34		602

				Total				1,678		6		0		(1)		(3)		97		50		1,725



















国内店舗数

				国内 コクナイ

				運営業態 ウンエイ ギョウタイ						2019年
3月末 ネン ガツ マツ		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								累計 ルイケイ				2019年
9月末 ネン ガツ マツ

												1Q		2Q		3Q		4Q		出店 シュッテン		退店 タイ テン

				丸亀製麺（うどん） マルガメ セイメン						817		5		1		2		-3		11		4		824

						RS				637		7				-2		-4		5		3		639

						SC				180		-2		1		4		1		6		1		185

				とりどーる（焼き鳥） ヤ トリ						15		-1		-1						0		2		13

				豚屋とん一等（豚カツ・トンテキ） ブタ ヤ イチ トウ トン						53										1		0		54

				丸醤屋（ラーメン） マル ジャン ヤ						11								-1		0		1		10

				長田本庄軒（焼きそば） ナ ヤ						10										2		0		12

				コナズ珈琲等（カフェ） コーヒー トウ						29										4		0		33

				天ぷらまきの（天ぷら定食） テン テン テイショク						11										5		0		16

				晩杯屋（立ち飲み） ※1 バン ハイ ヤ タ ノ						49										0		4		45

				ずんどう屋（ラーメン） ヤ						45										3		0		48

				その他 タ						63		-1				1		1		10		5		68				出店 シュッテン		ヤマキ 7、鳥八代 １、いぶき １、福はうち １ トリ ハチダイ フク

				合 計 ゴウ ケイ						1,103		3		0		3		-3		36		16		1,123				退店 タイテン		Collective 2、麺屋どおり １、ヤマキ ２、 メン ヤ









				Domestic

				Brands						Mar
2019		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								During period				Sep
2019								Roadside locations "roadside"は一語です。

												1Q		2Q		3Q		4Q		Open		Close

				Marugame Seimen (Udon)						817		5		1		2		-3		11		4		824								Mall locations/Shopping center locaitons

						Roadside locations				637		7		0		-2		-4		5		3		639

						Shopping center locaitons				180		-2		1		4		1		6		1		185								ショッピングセンターは固有名詞ではないので

				Toridoll (Yakitori)						15		-1		-1		0		0		0		2		13								最初だけ大文字です。

				Butaya Tonichi （Tonkatsu,tonteki）						53		0		0		0		0		1		0		54								とんいちの表記の揺らぎを統一する必要があります

				Marushoya (Ramen)						11		0		0		0		-1		0		1		10

				Nagatahonjoken (Yakisoba)						10		0		0		0		0		2		0		12

				Kona's CoffeeRoasted（Cafe）						29		0		0		0		0		4		0		33

				Makino（Tenpura）						11		0		0		0		0		5		0		16

				Banpaiya (Standing Bar)						49		0		0		0		0		0		4		45

				Zundoya (Ramen)						45		0		0		0		0		3		0		48

				Others						63		-1		0		1		1		10		5		68

				Total						1,103		3		0		3		-3		36		16		1,123























海外店舗数

						海外 カイガイ

						業態 ギョウタイ		運営形態 ウンエイ ケイタイ		持分
比率 モチブン ヒリツ		エリア		直営 チョクエイ								FC								総合計 ソウ ゴウケイ

														2019年 ネン		通期累計 ツウキ ルイ ケイ				2019年 ネン		2019年 ネン		通期累計 ツウキ ルイ ケイ				2019年 ネン

														3月末 ガツ マツ		出店 シュッテン		退店 シリゾ ミセ		9月末 ガツ マツ		3月末 ガツ マツ		出店 シュッテン		退店 シリゾ ミセ		9月末 ガツ マツ

						丸亀製麺 マルガメ セイメン		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		6		2		0		8		0		0		0		0		8

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		韓国 カンコク		6		0		-1		5		4		0		0		4		9

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		90%		台湾 タイワン		30		1		0		31		0		0		0		0		31

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		65%		カンボジア		2		0		-1		1		0		2		0		2		3

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		タイ		19		0		0		19		0		0		0		0		19

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		37%		中国 チュウゴク		76		9		-10		75		5		0		0		5		80		(丸亀製麺等） マルガメ セイメン トウ

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		33%		シンガポール		3		0		0		3		0		0		0		0		3

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		インドネシア		0		0		0		0		51		7		-1		57		57

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		ベトナム		0		0		0		0		10		0		0		10		10

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		オーストラリア		0		0		0		0		2		2		0		4		4

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		フィリピン		0		0		0		0		4		3		0		7		7

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		ロシア		0		0		0		0		6		1		0		7		7		⇒　次回より「ロイヤリティ収入」に変更 ジカイ シュウニュウ ヘンコウ

						譚仔雲南米線		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		中国(香港） チュウゴク ホンコン		53		2		0		55		0		0		0		0		55

						譚仔三哥米線		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		中国(香港） チュウゴク		54		4		0		58		0		0		0		0		58

						MONSTER CURRY		連結子会社 レンケツ コガイシャ		70%		シンガポール		13		0		0		13		0		0		0		0		13

						Wok to Walk		連結子会社 レンケツ コガイシャ		60%		欧州等 オウシュウ トウ		2		0		-2		0		101		11		-6		106		106		←将来的にはエリア別記載とChill Chillの分離を検討 ショウライテキ ベツ キサイ ブンリ ケントウ

						Boat Noodle等 トウ		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		49%		マレーシア等 トウ		65		3		-10		58		6		3		0		9		67		←ＦＣ：インドネシア、ブルネイ、シンガポール

						Boat Noodle		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		ミャンマー		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Shoryu（昇龍） ショウリュウ		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		39%		イギリス		11		0		0		11		0		0		0		0		11

						Poke		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		アメリカ等 トウ		32		0		-1		31		7		11		0		18		49

						とん一 イチ		連結子会社 レンケツ コガイシャ		90%		台湾 タイワン		4		0		-2		2		0		0		0		0		2

						Tokyo Table		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		1		0		0		1		0		0		0		0		1		←Saly Papa含む フク

						Crackin' Kitchen等 トウ		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						合　計 ア ケイ								379		21		-27		373		196		40		-7		229		602



						Overseas

						Brands		Units		Shareholding ratio		Area		 Own stores								FC								Total										3Q FY2017

														2019		FY2019				2019		2019		FY2019				2019												Open　Openings

														Mar		Openings		Closures		Sep		Mar		Openings		Closures		Sep												Close　Closures

						Marugame Seimen		Subsidiaries		100%		USA		6		2		0		8		0		0		0		0		8										Direct operation → Own stores

								Subsidiaries		100%		Korea		6		0		-1		5		4		0		0		4		9										Investment ratio → Shareholding ratio

								Subsidiaries		90%		Taiwan		30		1		0		31		0		0		0		0		31										Operation form → Units

								Subsidiaries		65%		Cambodia		2		0		-1		1		0		2		0		2		3										JVs → Joint ventures

								JVs		40%		Thailand		19		0		0		19		0		0		0		0		19

								JVs		37%		China		76		9		-10		75		5		0		0		5		80		(丸亀製麺等） マルガメ セイメン トウ								Zundouya は海外では　Zund　でしょうか

								JVs		33%		Singapore		3		0		0		3		0		0		0		0		3										また雲南ヌードルの社名も英語にしてください

								FCs		-		Indonesia		0		0		0		0		51		7		-1		57		57										Tam Jai Yunnan Mixian  

								FCs		-		Vietnam		0		0		0		0		10		0		0		10		10										Tam Jai Sam Gor Mixian

								FCs		-		Australia		0		0		0		0		2		2		0		4		4

								FCs		-		Philippines		0		0		0		0		4		3		0		7		7

								FCs		-		Russia		0		0		0		0		6		1		0		7		7										FCS → Franchise stores

						Tam Jai Yunnan Mixian  		Subsidiaries		100%		China		53		2		0		55		0		0		0		0		55

						Tam Jai Sam Gor Mixian		Subsidiaries		100%		China		54		4		0		58		0		0		0		0		58

						MONSTER CURRY		Subsidiaries		70%		Singapore		13		0		0		13		0		0		0		0		13

						Wok to Walk		Subsidiaries		60%		Europe, etc		2		0		-2		0		101		11		-6		106		106

						Boat Noodle, etc		JVs		49%		Malaysia, etc		65		3		-10		58		6		3		0		9		67		←将来的にはエリア別記載とChill Chillの分離を検討 ショウライテキ ベツ キサイ ブンリ ケントウ

						Boat Noodle		JVs		40%		Myanmar		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Shoryu		JVs		39%		UK		11		0		0		11		0		0		0		0		11

						Poke		JVs				USA, etc		32		0		-1		31		7		11		0		18		49

						Ton-ichi		Subsidiaries		90%		Taiwan		4		0		-2		2		0		0		0		0		2

						Tokyo Table		Subsidiaries		100%		USA		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Crackin' Kitchen		Subsidiaries		100%		USA		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Total								379		21		-27		373		196		40		-7		229		602







販管費

						↓　値張り アタイ バ																				Dec
2016		Increase of COGS ratio		Increase of labor cost ratio		Decrease of utitily cost ratio		Increase of Advertising cost ratio		Decrease of other cost ratio		Dec
2017						Outsourced expenses cost ratio

				IFRS																				A		0.0%		6.1%		5.2%		5.2%		5.37%		5.373%		0.0%						4.68%

						当期 トウ キ		前期 ゼン キ		当期 トウ キ		前期 ゼン キ												B		6.6%		0.5%		1.0%		0.3%		0.1%		0.1%		5.5%						0.7%

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		84,611,870,484		76,410,732,534		100.0%		100.0%								6.63%								7.1%		6.2%		5.5%		5.60%		5.47%								6.29%

				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		22,114,638,095		19,597,952,094		26.1%		25.6%		0.49%		0.5%				0.49%																		-0.003%

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		62,497,232,389		56,812,780,440		73.9%		74.4%		-0.49%		-0.5%				0.95%						12.63%												11.38%

				人件費 ジンケンヒ		25,998,829,075		22,750,669,742		30.7%		29.8%		0.95%		1.0%				-0.30%

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		5,600,694,221		5,285,510,882		6.6%		6.9%		-0.30%		-0.3%				0.11%

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		3,008,620,794		2,630,257,849		3.6%		3.4%		0.11%		0.2%				0.30%

				外部委託費 ガイブ イタク ヒ		1,204,491,635		556,939,561		1.4%		0.7%		0.69%		0.9%

				減価償却 ゲンカ ショウキャク		2,822,536,290		2,630,600,253		3.3%		3.4%		-0.11%		0.1%

				非経常的費用項目 ヒ ケイジョウ テキ ヒヨウ コウモク						0.0%		0.0%		0.00%		0.0%

				その他経費 タ ケイヒ		20,280,276,639		18,621,209,302		24.0%		24.4%		-0.40%		-0.4%

				販管費合計 ハンカンヒ ゴウケイ		56,092,912,364		49,844,587,336		66.3%		65.2%		1.06%		1.1%

				減損損失 ゲンソン ソンシツ		197,019,359		174,192,361		0.2%		0.2%		0.00%		0.0%

				その他の営業収益		209,974,802		373,096,998		0.2%		0.5%		-0.24%		-0.2%

				その他の営業費用		290,358,876		182,532,680		0.3%		0.2%		0.10%		0.1%

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,126,916,592		6,984,565,061		7.2%		9.1%		-1.90%		-1.9%

				金融収益		214,537,303		158,888,535		0.3%		0.2%		0.05%		0.0%

				金融費用		204,615,613		209,755,449		0.2%		0.3%		-0.03%		-0.0%

				持分法による投資損益		(45,923,735)		32,780,539		-0.1%		0.0%		-0.10%		-0.1%

				税引前利益-IFRS		6,090,914,547		6,966,478,686		7.2%		9.1%		-1.92%		-1.9%



				EBITDA		9,029,836,956		9,424,600,996		10.7%		12.3%		-1.66%		-1.7%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		9,625,721,108		9,650,528,423		11.4%		12.6%		-1.25%		0.1%





				※アウトラインの資料は＋－がややこしいので、アウトラインと違う資料をもらうこと！ シリョウ チガ シリョウ



						当期 トウ キ				前期 ゼン キ

				売上収益-IFRS		84,611,870,484				76,410,732,534

				売上原価-IFRS		22,114,638,095		26.1%		19,597,952,094		25.6%		0.5%

				売上総利益-IFRS		62,497,232,389		73.9%		56,812,780,440		74.4%		-0.5%

				役員報酬		108,250,002		0.1%		96,300,000		0.1%		0.0%

				従業員給与手当		4,251,910,385		5.0%		3,264,218,911		4.3%		0.8%

				従業員賞与		294,363,696		0.3%		347,556,450		0.5%		-0.1%

				従業員賞与引当金繰入額		263,711,252		0.3%		178,669,616		0.2%		0.1%

				アルバイト料		18,107,580,347		21.4%		16,321,483,339		21.4%		0.0%

				法定福利費		1,892,859,523		2.2%		1,521,885,102		2.0%		0.2%

				厚生費		273,222,179		0.3%		236,219,611		0.3%		0.0%

				退職給付費用		149,941,697		0.2%		133,743,809		0.2%		0.0%

				研修費		91,559,816		0.1%		53,362,661		0.1%		0.0%

				株式報酬費用		54,682,240		0.1%		61,835,720		0.1%		-0.0%

						25,998,829,075		30.7%		22,750,669,742		29.8%		1.0%

				減価償却費(販管)		2,822,536,290		3.3%		2,630,600,253		3.4%		-0.11%

				地代家賃		8,669,876,965		10.2%		7,984,604,610		10.4%		-0.20%

				電気料金		3,114,409,866		3.7%		2,811,307,132		3.7%		0.00%

				ガス料金		604,463,439		0.7%		521,485,071		0.7%		0.03%

				水道料金		1,861,837,616		2.2%		1,932,147,803		2.5%		-0.3%

						5,600,694,221		6.6%		5,285,510,882		6.9%		-0.3%

				備品消耗品費		1,536,121,739		1.8%		1,423,941,890		1.9%		-0.0%

				厨房備品食器費		616,137,407		0.7%		622,442,100		0.8%		-0.1%

				炭代		19,983,300		0.0%		20,570,876		0.0%		-0.0%

				被服費		310,825,129		0.4%		273,273,775		0.4%		0.0%

				開店時経費		250,779,337		0.3%		163,398,764		0.2%		0.1%

				定期メンテナンス費		476,580,650		0.6%		390,988,628		0.5%		0.1%

				保守点検料		2,054,919		0.0%		354,650		0.0%		0.0%

				警備料		595,671,384		0.7%		551,618,341		0.7%		-0.0%

				求人広告費		510,747,938		0.6%		535,394,523		0.7%		-0.1%

				支払手数料		657,366,431		0.8%		473,775,940		0.6%		0.2%

				荷造費		1,896		0.0%				0.0%		0.0%

				運搬費		964,386		0.0%				0.0%		0.0%

				リース・賃借料		26,867,764		0.0%		13,271,124		0.0%		0.0%

				外部委託費		1,204,491,635		1.4%		556,939,561		0.7%		0.7%												Dec
2016		Increase of COGS ratio		Increase of labor cost ratio		Decrease of utitily cost ratio		Increase of Advertising cost ratio		Decrease of other cost ratio		Dec
2017

				寄付金		15,017,016		0.0%		6,152,671		0.0%		0.0%												0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.00%		0.000%		0.0%

				衛生管理費		692,339,799		0.8%		609,215,331		0.8%		0.0%

				塵芥料		530,476,058		0.6%		504,529,603		0.7%		-0.0%												H29.3期
3Q キ		売上
原価率
の増加 ウリアゲ ゲンカ リツ ゾウカ		人件費率
の増加 ジンケンヒ リツ ゾウカ		水道
光熱費率
の減少 スイドウ コウネツヒ リツ ゲンショウ		広告宣伝費率
の増加 コウコク センデンヒ リツ ゾウカ		その他
経費率
の増加 タ ケイヒ リツ ゾウカ		H30.3期
3Q キ						外部委託費
の増加 ガイブ イタク ヒ ゾウカ

				お客様対応費		14,658,964		0.0%		13,904,231		0.0%		-0.0%

				商品開発費		48,854,784		0.1%		28,088,380		0.0%		0.0%

				業態開発費		7,795,434		0.0%		9,889,498		0.0%		-0.0%

				広告宣伝費		3,008,620,794		3.6%		2,630,257,849		3.4%		0.1%

				福利厚生費(販管)		1,296,795		0.0%				0.0%		0.0%

				接待交際費		85,773,510		0.1%		94,771,534		0.1%		-0.0%

				会議費		20,621,775		0.0%		13,479,002		0.0%		0.0%																悪化 アッカ		改善 カイゼン

				旅費交通費		641,341,918		0.8%		514,056,094		0.7%		0.1%														12.6%						12.6%

				通信費		406,286,357		0.5%		402,376,664		0.5%		-0.0%												原価 ゲンカ				0.5%				12.1%

				事業税等		4,283,742		0.0%				0.0%		0.0%												人件費 ジンケンヒ				1.0%				11.2%

				租税公課		383,083,463		0.5%		721,992,640		0.9%		-0.5%												水道光熱費 スイドウ コウネツヒ						0.3%		11.5%

				修繕費		1,010,202,596		1.2%		817,273,886		1.1%		0.1%												広告宣伝費 コウコク センデンヒ				0.1%				11.3%

				保険料		141,634,593		0.2%		117,153,401		0.2%		0.0%												外部委託費 ガイブ イタク ヒ				0.7%				10.6%

				貸倒引当金繰入額(販管)				0.0%		0		0.0%		0.0%																				10.6%

				のれん償却額				0.0%		0		0.0%		0.0%

				雑費		315,321,537		0.4%		240,056,292		0.3%		0.1%														11.4%						0.8%

				為替換算誤差		(4,495,999)		-0.0%		0		0.0%		-0.0%

				販売費及び一般管理費-IFRS		56,092,912,364		66.3%		49,844,587,336		65.2%		1.1%

				減損損失(特別)		197,019,359		0.2%		174,192,361		0.2%		0.0%

				減損損失-IFRS		197,019,359		0.2%		174,192,361		0.2%		0.0%

				受取協賛金		28,347,221		0.0%		7,182,014		0.0%		0.0%

				受取給付金				0.0%		18,631,066		0.0%		-0.0%

				受取保険金		8,389,093		0.0%		20,827,797		0.0%		-0.0%

				受取地代家賃		39,790,668		0.0%		29,405,074		0.0%		0.0%

				店舗閉鎖損失引当金戻入益		3,024,900		0.0%		42,842,250		0.1%		-0.1%

				その他の営業外収益		129,591,887		0.2%		103,524,768		0.1%		0.0%

				その他特別利益		831,033		0.0%		150,684,029		0.2%		-0.2%

				負ののれん償却額				0.0%		0		0.0%		0.0%

				その他の営業収益-IFRS		209,974,802		0.2%		373,096,998		0.5%		-0.2%

				固定資産除却損（営業外）		189,939,267		0.2%		63,302,783		0.1%		0.1%

				固定資産売却損(特別)		1,891,623		0.0%		5,436,180		0.0%		-0.0%

				固定資産除却損(特別)		15,054,213		0.0%		1,613,675		0.0%		0.0%

				その他の営業外費用		81,259,435		0.1%		30,858,047		0.0%		0.1%

				その他特別損失		2,214,338		0.0%		81,321,995		0.1%		-0.1%

				その他の営業費用-IFRS		290,358,876		0.3%		182,532,680		0.2%		0.1%

				営業利益-IFRS		6,126,916,592		7.2%		6,984,565,061		9.1%		-1.9%

				受取利息		111,269,374		0.1%		132,166,662		0.2%		-0.0%

				受取配当金		0		0.0%		1,082,988		0.0%		-0.0%

				為替差益		102,406,861		0.1%		25,243,762		0.0%		0.1%

				貸倒引当金戻入額		861,068		0.0%		395,123		0.0%		0.0%

				金融収益-IFRS		214,537,303		0.3%		158,888,535		0.2%		0.0%

				支払手数料（営業外）		176,301		0.0%				0.0%		0.0%

				支払利息及び割引料		204,439,312		0.2%		209,738,516		0.3%		-0.0%

				投資有証評価損(特別)				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替差損		0		0.0%		0		0.0%		0.0%

				貸倒引当金繰入額(営業外)				0.0%		16,933		0.0%		-0.0%

				金融費用-IFRS		204,615,613		0.2%		209,755,449		0.3%		-0.0%

				金融収益・費用純額-IFRS		9,921,690		0.0%		(50,866,914)		-0.1%		0.1%

				持分法による投資利益		0		0.0%		32,780,539		0.0%		-0.0%

				持分法による投資損失		45,923,735		0.1%		0		0.0%		0.1%

				持分法による投資損益-IFRS		(45,923,735)		-0.1%		32,780,539		0.0%		-0.1%

				税引前利益-IFRS		6,090,914,547		7.2%		6,966,478,686		9.1%		-1.9%

				法人税、住民税及び事業税		2,268,587,516		2.7%		2,404,932,387		3.1%		-0.5%

				法人税等調整額		(168,234,397)		-0.2%		(125,953,201)		-0.2%		-0.0%

				法人所得税費用-IFRS		2,100,353,119		2.5%		2,278,979,186		3.0%		-0.5%

				当期利益-IFRS		3,990,561,428		4.7%		4,687,499,500		6.1%		-1.4%

				少数株主損益		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				少数株主損益(控除)		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				当期利益(計)		3,976,600,697		4.7%		4,703,918,074		6.2%		-1.5%

				少数株主損益(加算)		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				少数株主損益調整前当期純利益2		3,990,561,428		4.7%		4,687,499,500		6.1%		-1.4%

				為替換算調整勘定-期首調整				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定-増減		(24,512,511)		-0.0%		(673,794,264)		-0.9%		0.9%

				為替換算調整勘定-組替調整額				0.0%		(8,967,051)		-0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定-換算調整		190,918,936		0.2%		(222,390,934)		-0.3%		0.5%

				為替換算調整勘定-税効果				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定		166,406,425		0.2%		(905,152,249)		-1.2%		1.4%

				在外営業活動体の換算差額-IFRS		166,406,425		0.2%		(905,152,249)		-1.2%		1.4%

				為替換算調整勘定-持分損益		60,941,835		0.1%		(655,780,616)		-0.9%		0.9%

				持分法適用会社に対する持分相当額		60,941,835		0.1%		(655,780,616)		-0.9%		0.9%

				その他の包括利益合計-IFRS		227,348,260		0.3%		(1,560,932,865)		-2.0%		2.3%

				包括利益-IFRS		4,217,909,688		5.0%		3,126,566,635		4.1%		0.9%

				親会社株主に係る包括利益		4,138,526,729		4.9%		3,251,408,331		4.3%		0.6%

				為替換算調整勘定-少持損益		65,422,228		0.1%		(108,423,122)		-0.1%		0.2%

				少数株主に係る包括利益		79,382,959		0.1%		(124,841,696)		-0.2%		0.3%

				資本剰余金期首残高		4,007,005,257		4.7%		3,946,667,082		5.2%		-0.4%

				資本剰余金期首残高計		4,007,005,257		4.7%		3,946,667,082		5.2%		-0.4%

				新株式発行高		0		0.0%				0.0%		0.0%

				ストックオプション行使		46,021,543		0.1%		61,421,483		0.1%		-0.0%

				子会社増加増加高(CS)		0		0.0%		580,547,721		0.8%		-0.8%

				持分増加増加高(CS)				0.0%		(580,547,721)		-0.8%		0.8%

				資本剰余増加(その他)				0.0%		(7,179,474)		-0.0%		0.0%

				資本剰余金増加額計		46,021,543		0.1%		54,242,009		0.1%		-0.0%

				資本剰余金期末残高計		4,053,026,800		4.8%		4,000,909,091		5.2%		-0.4%

				利益剰余金期首残高		25,668,638,036		30.3%		21,218,844,514		27.8%		2.6%

				利益剰余金期首調整額		144,544,938		0.2%		0		0.0%		0.2%

				利益剰余金期首残高計		25,813,182,974		30.5%		21218844514		27.8%		2.7%

				当期利益計		3,976,600,697		4.7%		4,703,918,074		6.2%		-1.5%

				子会社増加増加高(SS)		0		0.0%		-8607819577		-11.3%		11.3%

				子会社減少増加高(SS)		310		0.0%				0.0%		0.0%

				持分増加増加高(SS)				0.0%		8607819577		11.3%		-11.3%

				利益剰余金増加額計		3,976,601,007		4.7%		4703918074		6.2%		-1.5%

				支払配当金(前期分)		0		0.0%		1		0.0%		-0.0%

				支払配当金(期末)		1,127,884,966		1.3%		1039355784		1.4%		-0.0%

				子会社増加減少高(SS)		0		0.0%				0.0%		0.0%

				子会社減少減少高(SS)		3,106,557		0.0%		0		0.0%		0.0%

				持分減少減少高(SS)		0		0.0%		0		0.0%		0.0%

				利益剰余金減少額計		1,130,991,523		1.3%		1039355785		1.4%		-0.0%

				利益剰余金期末残高計		28,658,792,458		33.9%		24883406803		32.6%		1.3%



























































































































































A	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	0	6.1414073879174302E-2	5.1884232756536808E-2	5.18	84232756536808E-2	5.3728542335630798E-2	5.3728542335630798E-2	0	B	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	6.6298074929537765E-2	4.8840010503634623E-3	9.5298411226374946E-3	2.9795907585764281E-3	1.1352811794824377E-3	1E-3	5.4763246846318239E-2	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	1	





丸亀製麺　販管費

				2017.06		原価率 ゲンカ リツ		人件費率 ジンケンヒ		水道光熱費率 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費率 コウコク センデンヒ		その他経費率 タ ケイヒ		2018.06

				丸亀製麺 マ

				June
2017		COGS ratio		labor cost ratio		utitily cost ratio		Advertising cost ratio		other cost ratio		June
2018

						15.80%		15.10%		15.00%		15.00%		15.20%

				16.10%		0.30%		0.70%		0.10%		0.70%		0.50%		15.20%



				June
2017		COGS ratio		labor cost ratio		utitily cost ratio		Advertising cost ratio		other cost ratio		June
2018

						2.800%		2.100%		2.000%		2.000%		2.200%

				3.100%		0.30%		0.70%		0.10%		0.70%		0.50%		2.200%





				連結 レンケツ

				H29.03		原価 ゲンカ		人件費 ジンケンヒ		水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費 コウコク センデンヒ		その他経費 タ ケイヒ		H30.03

						24.80%		24.80%		25.50%

				26.50%		1.70%		0.70%		0.40%		0.00%		0.30%		24.20%



				H29.03		原価 ゲンカ		人件費 ジンケンヒ		水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費 コウコク センデンヒ		その他経費 タ ケイヒ		H30.03

						-0.200%		-0.200%		0.500%

				1.500%		1.70%		0.70%		0.40%						-0.800%

				Mar
2017		COGS ratio		labor cost ratio		utitily cost ratio		Advertising cost ratio		other cost ratio		Mar
2018						Outsourced expenses cost ratio

				0		150		250		100

				150		100		50		200		100



0	150	250	100	150	100	50	200	100	June	
2017	COGS ratio	labor cost ratio	utitily cost ratio	Advertising cost ratio	other cost ratio	June	
2018	2.7999999999999997E-2	2.0999999999999991E-2	1.999999999999999E-2	1.999999999999999E-2	2.1999999999999992E-2	June	
2017	COGS ratio	labor cost ratio	utitily cost ratio	Advertising cost ratio	other cost ratio	June	
2018	3.1E-2	3.0000000000000001E-3	7.0000000000000001E-3	1E-3	7.0000000000000001E-3	5.0000000000000001E-3	2.1999999999999992E-2	

海外概況

				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				アジア		台湾		出店拡大中		商品・マーケティング施策の強化により、直近では既存店前年比で前年を上回る月もある。経営体制を再整備し、更なる事業拡大に必要な体制を構築中。豚カツ業態も4店舗運営。 ショウヒン シサク キョウカ チョッキン キゾン テン ゼンネン ゼンネン ウワマワ ツキ ケイエイ タイセイ サイセイビ サラ ジギョウ カクダイ ヒツヨウ タイセイ コウチク ナカ		3,200百万 / 390百万  ヒャク マン ヒャクマン

						韓国		収益改善中		2018年に大幅な不採算店舗を閉店したことにより収益基盤が強化。今後は既存店の収益性の強化を図り、全社黒字を目指す。 ネン オオハバ フサイサン テンポ ヘイテン シュウエキ キバン キョウカ コンゴ キゾン テン シュウエキセイ キョウカ ハカ ゼンシャ クロジ メザ		550百万 / 5百万  ヒャク マン ヒャクマン						韓国				2018年に大幅な不採算店舗を閉店したことにより収益基盤が強化。2019年は既存店の収益性の強化を行い、全社黒字を目指す。 ネン オオハバ フサイサン テンポ ヘイテン シュウエキ キバン キョウカ ネン キゾン テン シュウエキセイ キョウカ オコナ ゼンシャ クロジ メザ

						中国		出店拡大中		北京、上海、香港などの大都市での展開に力点をおいて展開中。試験的に地方都市にも出店していたが、日本食に対して市場が未成熟であったこともあり苦戦。不採算店舗は閉鎖し、今後は十分な市場のある大都市にフォーカスする。 ペキン シャンハイ ホンコン ダイトシ テンカイ リキテン テンカイチュウ シケンテキ チホウ トシ シュッテン ニホンショク タイ シジョウ ミセイジュク クセン フサイサン テンポ ヘイサ コンゴ ジュウブン シジョウ ダイトシ								中国				北京、上海、香港などの大都市での展開に力点をおいて展開中。試験的に地方都市にも出店をしていたが、日本食に対して市場が未成熟であったこともあり、不採算店舗は閉鎖し、今後は十分な市場のある大都市にフォーカスする。 ペキン シャンハイ ホンコン ダイトシ テンカイ リキテン テンカイチュウ シケンテキ チホウ トシ シュッテン ニホンショク タイ シジョウ ミセイジュク フサイサン テンポ ヘイサ コンゴ ジュウブン シジョウ ダイトシ

						香港（雲南） ホンコン ウンナン				現在「譚仔雲南米線」「譚仔三哥米線」を計105店舗(12月末現在)を展開。香港で雲南ヌードル業態のシェアは7割と圧倒的なブランド力を誇る。
2社を統合管理するCEO、CFOをはじめ、マネジメント層を採用し 　グループ会社としてのガバナンス強化および更なる成長を実現する 　ための経営強化を図っている 。
現在はトリドールHDと協力しながらさらなるブランド強化のための施策やノウハウの伝承を実施中。将来的には、香港国内において150～160店舗体制を目指す。 ガツマツ リョク シサク デンショウ ジッシ チュウ タイセイ		3390百万 / 560百万  ヒャク マン ヒャクマン										2社を統合管理するCEO、CFOをはじめ、マネジメント層を採用し 　グループ会社としてのガバナンス強化および更なる成長を実現する 　ための経営強化を図っている 

				東南アジア トウナン		タイ 		収益改善中		店舗段階のEBITDAが平均で15%前後、25％前後の店舗が多数あり比較的堅調に推移している。不採算店舗の整理や本部費の合理化を図り、収益強化を図っている。								タイ 				店舗段階のEBITDAが平均で15%前後、25％前後の店舗が多数あり比較的堅調に推移している。不採算店舗の整理や本部費の合理化を図り、収益強化を図っている。 テンポ ダンカイ ヘイキン ゼンゴ ゼンゴ テンポ タスウ ヒカクテキ ケンチョウ スイイ フサイサン テンポ セイリ ホンブ ヒ ゴウリカ ハカ シュウエキ キョウカ ハカ

						インドネシア		出店拡大中		ジャカルタにおける主要モールを中心に丸亀製麺を展開すると共に、更なる拡大を狙い地方都市での拡大を図っている。顧客層の拡大も視野に入れたエクスプレス店の導入も検討中で、2025年までに100店舗展開を目指す。 コキャクソウ カクダイ シヤ イ テン ドウニュウ ケントウチュウ ネン テンポ テンカイ メザ				 				インドネシア				ジャカルタにおける主要モールを中心に丸亀製麺を展開すると共に、更なる拡大を狙い地方都市での拡大を図っている。顧客層の拡大も視野に入れたエクスプレス店の導入も検討中で、2025年までに100店舗展開を目指す。 コキャクソウ カクダイ シヤ イ テン ドウニュウ ケントウチュウ ネン テンポ テンカイ メザ

						ベトナム		収益改善中		ホーチミンの既存店の収益性向上に向け注力。実験店舗にて様々な施策を実施し、横展開を進める。加えて、ハノイ、ハイフォンなどの北部地域でサブフランチャイズでの出店を予定。 キゾン テン シュウエキセイ コウジョウ ム チュウ チカラ ジッケン テンポ サマザマ シサク ジッシ ヨコ テンカイ スス クワ ホクブ チイキ シュッテン ヨテイ								ベトナム				2019年はホーチミンの既存店の収益性の改善に力を入れる。実験店舗を導入し、様々な施策を実施、横展開を進めていく。加えて、ハノイ、ハイフォンといった北部地域でサブフランチャイズにて2-3店舗の出店を予定。 ネン キゾン テン シュウエキセイ カイゼン チカラ イ ジッケン テンポ ドウニュウ サマザマ シサク ジッシ ヨコ テンカイ スス クワ ホクブ チイキ テンポ シュッテン ヨテイ



				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				東南アジア トウナン		カンボジア		収益改善中		既存レギュラー店の収益が向上し、前年比で約110％の伸びを示している。直営店に加え、フランチャイズ加盟店の出店立地も確定しており、プノンペンにおける更なる展開が予定されている。郊外向けの新業態（丸亀製麺）も展開しており、より広範囲に展開できるよう模索中。		80百万 / △21百万  ヒャク マン ヒャクマン						カンボジア				既存レギュラー店の収益が向上し、前年比で約110％の伸びを示している。直営店に加え、フランチャイズ加盟店の出店立地も確定しており、プノンペンにおける更なる展開が予定されている。郊外向けの新業態（丸亀製麺）も展開しており、より広範囲に展開できるよう模索中。 キゾン テン シュウエキ コウジョウ ゼンネンヒ ヤク ノ シメ チョクエイ テン クワ カメイ テン シュッテン リッチ カクテイ サラ テンカイ ヨテイ コウガイ ム シンギョウタイ マルガメ セイメン テンカイ コウハンイ テンカイ モサクチュウ

						マレーシア
（ Boat Noodle 、他） ホカ		出店拡大中		主力業態であるBoatNoodleに力点を置いて展開中。マレーシア国内でBoatNoodleのみで50店舗（過去2年間で約40店舗の開店）を展開しており、現地で認知度の高いブランドとして成長している。
店舗段階のみならず、全社でもEBITDA20%を超える好業績で、今後の更なる発展が期待される。国外の展開も進み、ブルネイ、ミャンマー、インドネシア、シンガポールに出店済み。更なる進出に向けて取り組み中。								マレーシア
（ Boat Noodle 、他） ホカ				主力業態であるBoatNoodleに力点を置いて展開中。マレーシア国内でBoatNoodleのみで50店舗（過去2年間で約40店舗の開店）を展開しており、現地で認知度の高いブランドとして成長している。
店舗段階のみならず、全社でもEBITDA20%を超える好業績で、今後の更なる発展が期待される。国外の展開も進み、ブルネイ、ミャンマー、インドネシア、シンガポールに出店済み、更なる進出に向けて取り組み中。 シュリョク ギョウタイ リキテン オ テンカイチュウ コクナイ テンポ カコ ネンカン ヤク テンポ カイテン テンカイ ゲンチ ニンチド タカ セイチョウ テンポ ダンカイ ゼンシャ コ コウギョウセキ コンゴ サラ ハッテン キタイ コクガイ テンカイ スス シュッテン ズ サラ シンシュツ ム ト ク チュウ

						フィリピン				フランチャイズとして丸亀製麺１号店を2017年8月、2号店を2018年2月、3号店を同年8月、4号店を11月にをオープンしたが、いずれも好業績を維持。
今後は更なる拡大を狙いマニラ地域での出店を加速していく予定。 ゴウテン ネン ガツ ゴウ テン ドウ ネン ガツ ス ギョウセキ イジ コンゴ								フィリピン				2018年11月に4号店をオープンしたが、どの店舗も業績好調で年換算1,000万円以上の売上を誇る。2019年は更なる拡大を狙いマニラ地域での出店を加速していく予定。4月以降の出店攻勢で年間7店舗出店を目指す。 ネン ガツ ゴウテン テンポ ギョウセキ コウチョウ トシ カンサン マンエンイジョウ ウリアゲ ホコ ネン サラ カクダイ ネラ チイキ シュッテン カソク ヨテイ ガツ イコウ シュッテン コウセイ ネンカン テンポ シュッテン メザ

						ミャンマー
（Boat Noodle）				現地飲食最大手のYKKO社と合弁会社を設立し、２０１７年１０月よりBoatNoodle業態をフランチャイズで展開。これまでミャンマーにはないオシャレな空間と食事を楽しめるお店として受け入れられ、賑わいを見せている。現状、２店舗のオープンを目指している。								ミャンマー
（Boat Noodle）				現地飲食最大手のYKKO社と合弁会社を設立し、２０１７年１０月よりBoatNoodle業態をフランチャイズで展開。これまでミャンマーにはないオシャレな空間と食事を楽しめるお店として受け入れられ、賑わいを見せている。現状、２店舗のオープンを目指している。 カイシャ ゲンジョウ

						シンガポール
（丸亀製麺） マ				中国合弁を介してシンガポールにて3店舗出店。賃料は高いものの、認知拡大を目的に代表的なモールへ出店をしている。認知浸透と共に収益性も向上しており、当面は3店舗に集中して足場を固める方針。 リョウ セイ								シンガポール
（丸亀製麺） マ				中国合弁を介してシンガポールにて3店舗出店。家賃は高いものの、認知拡大を目的に代表的なモールへの出店をしている。認知浸透と共に収益も向上しており、当面は3店舗に集中して足場を固める方針。 チュウゴク ゴウベン カイ テンポ シュッテン ヤチン タカ ニンチ カクダイ モクテキ ダイヒョウテキ シュッテン ニンチ シントウ トモ シュウエキ コウジョウ トウメン テンポ シュウチュウ アシバ カタ ホウシン

						シンガポール
（MONSTER CURRY）				シンガポール国内で11店舗を展開中（2018年12月末現在）。シンガポールの日本式カレー市場で圧倒的なシェアNO.1を獲得している。
現在はトリドールHDと協働しながら、さらなる強みの強化とトリードールHDが所有する店舗運営ノウハウの継承を実施中。今後は、シンガポールの日本式カレー市場におけるポジショニングをさらに強化し、2025年までに20店体制を目指す。 コンゴ タイセイ メザ								シンガポール
（MONSTER CURRY）				現在、モンスターカレーはシンガポール国内で11店舗を展開中（2018年12月末現在）。「モンスターカレー」はシンガポールの日本式カレー市場で圧倒的なシェアNO.1を獲得している。現在はトリドールHDと協働しながら、さらなるモンスターカレーの強みの強化とトリードールが所有する店舗運営のノウハウの継承を実施中。これらを組み合わせることで、シンガポールの日本式カレー市場におけるモンスターカレーのポジショニングをさらに強化し、2025年までに20店に増やす。 ゲンザイ コクナイ テンポ テンカイチュウ ネン ガツ マツ ゲンザイ シジョウ ゲンザイ キョウドウ ツヨ キョウカ ショユウ ケイショウ ジッシチュウ ク ア ニホンシキ シジョウ キョウカ



				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				アメリカ		TDC（Tokyo Ｔable) 		－		1号店アーバイン店は世界でも上位の高い売上を堅持し、安定的な黒字体質。
2号店アルハンブラ店を業態転換した”日本の洋食”を軸にした新業態"Saly papa"は客数は確保するも客単価の向上に苦戦。		780百万 / △280百万  ヒャク マン ヒャクマン						TDC（Tokyo Ｔable) 		－		1号店アーバイン店は世界でも上位の高い売上を堅持し、安定的な黒字体質。2号店アルハンブラ店を業態転換した”日本の洋食”を軸にした新業態"Saly papa"は客数は確保するも客単価の向上に苦戦。撤退の方向性で検討をしている ケンジ アンテイテキ クロジタイシツ ギョウタイ テンカン シン キャクスウ カクホ キャクタンカ コウジョウ クセン テッタイ ホウコウセイ ケントウ

						丸亀製麺		本土一号店出店		ハワイWaikikki店は依然好調を維持　世界トップの売上を誇る（最高日商も更新）。
2017年9月にオープンしたロサンゼルス・Sawtelle店、2018年1月にオープンのサンフランシスコ・Stonestown店はさらなる改善が進み、売上が伸張。3号店がLA・ビバリーヒルズ店舗はモールの集客が鈍化しており店舗モデルの構築に苦戦。また、2018年12月に4号店がグレンデールにオープンし、米国では初の丸亀フードコートモデルの構築に取り組んでいる。 ネン ガツ		ハワイ
830百万 / 120百万
本土：軽微                  ホンド ケイビ						丸亀製麺		本土一号店出店		ハワイWaikikki店は依然好調を維持　世界トップの売上を誇る（最高日商も更新）。
2017年9月にオープンしたロサンゼルス・Sawtelle店、2018年1月にオープンのサンフランシスコ・Stonestown店はさらなる改善が進み、売上が伸張。3号店がLA・ビバリーヒルズ店舗はモールの集客が鈍化しており店舗モデルの構築に苦戦。また4号店のグレンデールがオープンし、米国では初の丸亀フードコートモデルの構築に取り組む サイコウ ニッショウ コウシン テン テン カイゼン スス ウリアゲ シンチョウ テンポ シュウキャク ドンカ テンポ コウチク クセン ゴウテン ベイコク ハツ マルガメ コウチク ト ク

						CRACKIN’KITCHEN		出店準備中		ハワイ店は依然好調を維持　世界１、２位の売上を誇る。2018年3月LAに本土１号店メニュー改善やマーケ施策が結果に結びつかず、閉店。		590百万 / 70百万  ヒャク マン ヒャクマン						CRACKIN’KITCHEN		出店準備中		ハワイ店は依然好調を維持　世界１、２位の売上を誇る。2018年3月LAに本土１号店メニュー改善やマーケ施策が結果に結びつかず、閉店 テン ネン ホンド ゴウテン カイゼン シサク ケッカ ムス ヘイテン

						POKE				2018年8月に出資を完了し提携開始。10-12月にかけて積極的に新店をオープンし、現在は32店舗体制に。2019年も約30店舗(すべてFC)の出店を計画中。品質保証や購買面で、トリドールHDのノウハウ移管を検討している。 タイセイ								POKE				2018年8月に出資を完了し提携開始。10-12月にかけて積極的に新店をオープンし、現在は30店舗強に。2019年も約30店舗(すべてFC)の積極出店を計画中。品質保証や購買面で、トリドールHDのノウハウ移管を検討している ネン ガツ シュッシ カンリョウ テイケイ カイシ セッキョクテキ ゲンザイ テンポ キョウ セッキョク シュッテン ケイカクチュウ ケントウ

				イギリス		Shoryu		出店拡大中		引き続きロンドンでのドミナント展開を進める。唯一の郊外店であるマンチェスター店とオクスフォード店は賃料や物流費などのコストカットを実施中。
単価を抑えたラーメンのほか、焼きそば・カツカレーなどの新メニューを導入。また、グデタマなどキャラクターを使用した販促のほか、店外からの視認性を高める施策など、集客に向けた取り組みも実施しており、全体として成果が出ている。								Shoryu				引き続きロンドンでのドミナント展開を進める。唯一の郊外店であるマンチェスター店とオクスフォード店は賃料や物流費などのコストカットを実施中。
商品は単価を抑えたラーメンや、グデタマなどキャラクターを使用した販促、焼きそばやカツカレーなどの新メニューを導入。店外からの視認性を高める施策など、集客に向けた取り組みも実施しており、全体として成果が出ている。 テンカイ ユイイツ コウガイ テン テン テン チンリョウ ブツリュウ ヒ ジッシ チュウ ショウヒン タンカ オサ シヨウ ハンソク ヤ シン ドウニュウ テン ガイ シニンセイ タカ シサク シュウキャク ム ト ク ジッシ ゼンタイ セイカ デ

				ロシア		丸亀製麺		収益改善中		2020年12月期より、合弁を解消し、全店FC化。これにより資金の外部調達も可能になり、モスクワにてFC、サブFC店の展開を画策、積極的な出店と既存店強化を目論む。
今後は、収益拡大とともにこれまで出店のなかった立地への新規出店を行い、店舗数の拡大を予定している。						ロシア		丸亀製麺		収益改善中		2020年12月期より、合弁を解消し、全店FC化。これにより資金の外部調達も可能になり、モスクワにてFC、サブFC店の展開を画策、積極的な出店と既存店強化を目論む。今後は、収益拡大とともに、ロシアにおけるTier oneモールからの誘いもある中で、これまで出店のなかった立地への新規出店を行い、店舗数の拡大を予定している。日本からのサポート方法についても、引き続き検討。 ネン ガツキ ゴウベン カイショウ ゼンテン カ シキン ガイブチョウタツ カノウ ミセ テンカイ カクサク セッキョクテキ シュッテン キョウカ モクロ コンゴ シュウエキカクダイ サソ ナカ シュッテン リッチ シンキ シュッテン オコナ テンポスウ カクダイ ヨテイ ニホン ホウホウ ヒ ツヅ ケントウ

				その他 タ		ＷＯＫ ＴＯ ＷＡＬＫ		出店拡大中		フランスにおける大型契約を含む複数のフランチャイジーが存在することにより、フランチャイズビジネスは堅調に推移し、順調に店舗数を拡大している。
苦戦中の米国での直営店は具材やオペレーションの見直しを行った。		軽微 ケイビ						ＷＯＫ ＴＯ ＷＡＬＫ				フランスにおける大型契約を含む複数のフランチャイジーが存在することにより、フランチャイズビジネスは堅調に推移し、順調に店舗数を拡大している。
苦戦中の米国での直営店は具材やオペレーションの見直しを行った。 ソンザイ ケンチョウ スイイ ジュンチョウ テンポ スウ カクダイ クセン チュウ ベイコク チョクエイテン グザイ ミナオ オコナ



				Area		Country/Brand		Status		Outline		PL Contribution (last year)
Sales / Segment profit

				Asia		Taiwan (ROC)		出店拡大中		Improves personnel system for staff sufficiency. Opening new stores. Operating 4 Tonkatsu stores.		3,200 mil. / 390 mil.

						S. Korea		収益改善中		Main stores keep good. Opening new stores.		350mil. / 5mil.

						China (PRC)		出店拡大中		Keeps good. Sales in coast cities (e.g., Shanghai) are nice. Currently 85 stores. "Hakatan-maru" ramen brand develops.

						Hong Kong (Yunnan)				Grouped in Feb-2018. Currently operating "Tam Chai Yunnan Noodle" and "TamJai SamGor Rice Noodle" stores (109 in total). 70% market share of Yunnan Noodle in Hong Kong. To open new stores in Hong Kong.		3390mil. / 560mil.

						Thailand		収益改善中		Management enhancement brings big profit improvement through 1) profit improvement of Existing Stores, 2) development of small stores (good sales with low initial costs), and 3) customization of HQ costs. To keep stable profits.

						Indonesia		出店拡大中		Develops Marugameseimen stores mainly in major Shopping Centers in Jakarta. Also examines other big cities. Marugame Seimen brand is Halal approved, and popular among local Muslims.				 

						Vietnam		Profit being improved		Saves opening stores in 2017 for yearly profit by improving organization system and management system.  To achieve monthly profits. Examines sub-franchising for further business expansion.

						Cambodia		Profit being improved		Sales of Existing Stores improved a lot. Portable stall type stores (with small initial costs) contribute to profit.  Launches new brand for casual Japanese foods in Feb. 2018, targeting wider range of market.		80mil. / △21mil.

						Malaysia
(Boat Noodle, Others)		Opening new stores		Operating approx. 70 stores of "Boat Noodle" and "CillCill" brands. Expanding with profits. Accelerating franchising in other countries such as Brunei, Indonesia, Myanmar and Singapore. Planning to expand to other countries.

						Philippines				Opens 1st Marugameseimen store in Aug-2017 and 2nd in Feb-2018 (both FC). Keep good. 4 more stores scheduled. Swift business expansion expected.

						Myanmar
(Boat Noodles)				Establishes JV company with YKKO (biggest local restaurant company), and franchises Boat Noodle brand since Oct. 2017. Widely accepted as uniquely fashionable restaurant with fun to eat. 2nd store to open.



				Area		Country/Brand		Status		Outline		PL Contribution (last year)
Sales / Segment profit

				USA		TDC (Tokyo Table)		New store to open		1st store in Irvine keeps good. One of world top sales/profits stores in Toridoll Group, whereas 2nd store in Alhambra is in tough. To change to "Western Japanese" like brand for profit improvement.		780mil. / △28mil.0 

						Marugame Seimen		New store to open		Waikiki Shop keeps good. World top 1-2 sales in Toridoll Group.  1st store in mainland opened in Sawtelle, LA in Sep. 2017.  2nd store in Stonestown, SF started with good launch in Jan. 2018 (same sales level as Waikiki Shop for the first weekend).  3rd store in Shopping Center around Beverly Hills to open.		Hawaii
830mil. / 120mil.
Main Land：small                 

						CRACKIN'KITCHEN		New store to open		Keeps good. World Top 1-2 sales in Toridoll Group.  Opens 1st in mainland store in LA in Mar. 2018.		140mil. / 5mil. 

				UK		Sakagura		-		Opens 1st store in November 2016. Introduced collaboration menus between Bent Box and Shoryu Ramen, and charbroil steaks and tempuras. Lava Plate stake from 2018 beginning becomes popular. Lower pricing contributes guest count (wider customer range) and sales. Keeps marketing measures (e.g.,  via SNS, Restaurant Week and Japanese Sake events) for brand awareness .

						Shoryu		Opening new stores		Some stores are in top sales group. Strategic dominance in London. Local cities to be only in Manchester and  Oxford. To improve profitability. New stores being prepared.

				Italy		Tokyo Table, Others		-		Opens "Bottega del Ramen" in Feb. and "Tokyo Table" in Mar, 2017.  "Bottega del Ramen" achieved monthly profit. "Tokyo table" marks record high in monthly sales for consecutive 2 months. Still not profit for whole business unit, and more sales necessary. Both stores to introduce new menus for summer. Expanding sales by delivery through Uber-eat and Deliveroo.		small

				Russia		Marugame Seimen				4 direct-operation stores and 3 FC stores in Moscow. Achieved all stores in the black. To develop more stores (especially in food court) as well as keeping stable profits.

				Others		WOK TO WALK		Opening new stores		Store aggressively expanding to 93 (including 3 direct-operation stores in US) after grouped. FC contracts in India, Israel, and newly Malta and Oman. Opens 1st direct-operation store In US in Feb, 2nd in Jul and 3rd store in Dec. 2017. Exploring other counties for FCs.		small





M&A　PMI

				ブランド		概要 ガイヨウ		PMIの状況 ジョウキョウ

				晩杯屋 バ		大衆酒場「晩杯屋」等を東京都内で運営するアクティブソース社の株式を取得（80.3%）しグループ会社化		・モデル店舗における丸亀製麺のノウハウを生かしたオペレーションの改善
・パート・アルバイト採用強化の仕組み導入、社内独立制度を含めた新人事制度の構築
・採用費や消耗品費など、グループ単価を採用することによる経費削減
・店舗タイプ別のスクリーニング要件、出店計画の策定、物件取得サポートの実施 フク シン ジンジ セイド コウチク ブッケン シュトク ジッシ				募集10人→100人規模に
物件情報が豊富　出店の精度が向上　投資検証表の活用など ボシュウ ニン ニン キボ ブッケン ジョウホウ ホウフ シュッテン セイド コウジョウ トウシ ケンショウ ヒョウ カツヨウ

				ずんどう屋 ヤ		主に関西において、とんこつラーメン店の「ずんどう屋」を運営するZUND社の株式を取得（80%）しグループ会社化		・モデル店舗におけるコンセプトのブラッシュアップと丸亀製麺のノウハウを生かしたオペレーションの改善
・当社ノウハウを活用した、採用における掲載媒体最適化の仕組み導入
・採用費や消耗品費など、グループ単価を採用することによる経費削減
・当社新店開発部による勝ちパターンの分析、優先出店エリアの決定　
・人事制度（賞与制度等）の再構築 トウ シャ

				「譚仔雲南米線」/「譚仔三哥米線」		スパイシー麺の人気チェーン店「譚仔雲南米線」および「譚仔三哥米線」の運営会社の株式をそれぞれ100%取得		・グループ会社としてのガバナンス強化及びトップマネジメント採用等、 　更なる成長を実現するための経営強化
・店舗、セントラルキッチンおよびバックオフィスにおける業務の整備
・華南地域を中心とした中国全土進出についても初期調査を開始







				Area		Country/Brand		Outline













BS

				連結BS (IFRS) レンケツ

						当期 トウ キ				前期末 ゼンキ マツ

						金額 キンガク		構成比 コウセイヒ		金額 キンガク		構成比 コウセイヒ		増減 ゾウゲン

				資産合計 シサン ゴウケイ		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103

				流動資産 リュウドウ シサン		29,966		14.8%		21,752		18.5%		8,214

				非流動資産 ヒ リュウドウ シサン		173,713		85.6%		96,081		81.5%		77,632

				負債資本合計 フサイ シホン ゴウケイ		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103

				負債合計 フサイ ゴウケイ		168,983		83.3%		82,830		70.3%		86,153

				（うち、有利子負債） ユウ リシ フサイ		145,770		71.8%		62,674		53.2%		83,096

				流動負債 リュウドウ フサイ		43,204		21.3%		25,953		22.0%		17,251

				非流動負債 ヒ リュウドウ フサイ		125,144		61.7%		56,878		48.3%		68,266

				資本合計 シホン ゴウケイ		35,332		17.4%		35,003		29.7%		329						※値張り アタイ バ

				（うち、親会社の所有者） オヤガイシャ ショユウシャ		34,305		16.9%		33,979		28.8%		326						※値張り アタイ バ



				ネット有利子負債/調整後EBITDA ユウ リシ フサイ チョウセイ ゴ		9.4				3.9				-				調整後EBITDA		15,560		9.4







				Consolidated BS (IFRS)										(unit: Million yen)

						This period				End of previous year

						Amount		Ratio		Amount		Ratio		Difference

				Total assets		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103						Including interest-bearing liabilities 

				Current assets		29,966		14.8%		21,752		18.5%		8,214						bearingの bと eの間のスペースを消してください

				Non-current assets		173,713		85.6%		96,081		81.5%		77,632						その下のliabilites、attributable にも不必要なスペースが見える気が

				Total liabilities and equity		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103						するのですが大丈夫でしょうか

				Liabilities		168,983		83.3%		82,830		70.3%		86,153

				(Including interest-bearing liabilities)		145,770		71.8%		62,674		53.2%		83,096

				Current liabilities		43,204		21.3%		25,953		22.0%		17,251

				Non-current liabilities		125,144		61.7%		56,878		48.3%		68,266

				Total equity		35,332		17.4%		35,003		29.7%		329

				(Equity attributable to 
owners of  the parent)		34,305		16.9%		33,979		28.8%		326



				Net interest-bearing liabilities / Adjusted EBITDA 		9.4				3.9				-



















































CF

						連結CF (IFRS) レンケツ

								当期 トウ キ		前年同期 ゼンネン ドウキ		増減 ゾウゲン

						営業活動による
キャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		15,517		4,402		11,115

						投資活動による
キャッシュ・フロー トウシ カツドウ		△ 6,283		△ 6,973		690

						財務活動による
キャッシュ・フロー ザイム カツドウ		△ 1,676		368		△ 2,044

						現金および現金同等物の
期末残高 ゲンキン ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		21,716		12,671		9,045







						Consolidated CF (IFRS)						(unit: Million yen)

								This period		Previous period		Difference								異なるフォントとサイズの混在

						Cash flows from operating activities		15,517		4,402		11,115								Cash flows from operating activities

						Cash flows from investing activities		△ 6,283		△ 6,973		690								Cash flows from investing activities

						Cash flows from financing activities		△ 1,676		368		△ 2,044								Cash flows from financing activities

						Cash and cash equivalents at the end of the period		21,716		12,671		9,045								Cash and cash equivalents at the end of the period





業績予想



				連結PL (IFRS) レンケツ

						2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ								下期修正予算 シモキ シュウセイ ヨサン

						連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ		連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		159,060		100.0%		145,022		100.0%		109.7%								丸亀製麺 マルガメ セイメン		カフェ		豚屋とん一 ブタ ヤ イチ		海外事業 カイガイ ジギョウ

				事業利益 ジギョウ リエキ		9,572		6.0%		7,270		5.0%		131.7%								48,697		3,230		2,038		16,574

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		29,640		18.6%		12,402		8.6%		239.0%								6,716		37		18		1,909

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,689		4.2%		2,302		1.6%		290.6%

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		5,266		3.3%		1,337		0.9%		393.9%								通期修正予算 ツウキ シュウセイ ヨサン

				当期利益 トウキ リエキ		2,704		1.7%		221		0.2%		1223.5%								97,880		5,825		3,865		33,294

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		2,610		1.6%		267		0.2%		977.5%								14,548		153		73		4,261



				丸亀製麺セグメントPL マルガメ セイメン		2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		97,880		100.0%		89,944		100.0%		108.8%

				セグメント利益 リエキ		14,408		14.7%		12,438		13.8%		115.8%



				海外事業セグメントPL		2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		33,294		100.0%		30,242		100.0%		110.1%

				セグメント利益 リエキ		4,261		12.8%		3,258		10.8%		130.8%









				Consolidated PL (IFRS)

						FY 2018				FY 2017				YoY

						連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ		連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ

				Revenue		159,060		100.0%		145,022		100.0%		109.7%

				Contribution margin		9,572		6.0%		7,270		5.0%		131.7%

				Adjusted EBITDA		29,640		18.6%		12,402		8.6%		239.0%

				Operating profit		6,689		4.2%		2,302		1.6%		290.6%

				Profit before tax		5,266		3.3%		1,337		0.9%		393.9%

				Profit for the year		2,704		1.7%		221		0.2%		1223.5%

				Profit for the year attributable to owners of the parent		2,610		1.6%		267		0.2%		977.5%



				Marugame Seimen
segment		FY 2018				FY 2017				YoY

				Revenue		97,880		100.0%		89,944		100.0%		108.8%								Segment profit

				Segment profit 		14,408		14.7%		12,438		13.8%		115.8%								Ratio to prev. period = YoY



				Overseas segment		FY 2018				FY 2017				YoY

				Revenue		33,294		100.0%		30,242		100.0%		110.1%

				Segment profit 		4,261		12.8%		3,258		10.8%		130.8%

























業績予想（詳細）



				連結PL (IFRS) レンケツ																																修正 シュウセイ		年初予算 ネンショ ヨサン

						上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ						上期計画 カミキ ケイカク		当初計画 トウショ ケイカク		売上収益 ウリア シュウエキ		56,195		56,195

作成者: 開示用の数字丸め有り

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								売上原価 ウリアゲ ゲンカ		14,451		14,572

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		80,017		100.0%				79,042		100.0%		79,042		100.0%		0				159,060		100.0%		→値張り注意 アタイ バ チュウイ		53,465				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		41,744		41,623

作成者: 開示用の数字丸め有り


				事業利益 ジギョウ リエキ		5,840		7.3%				3,732		4.7%		3,732		4.7%		0				9,572		6.0%

				営業利益 エイギョウ リエキ		5,084		6.4%				1,605		2.0%		2,105		2.7%		△ 500				6,689		4.2%				4,400				人件費　　計 ジンケンヒ ケイ		16,774		16,908

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		4,100		5.1%				1,166		1.5%		1,766		2.2%		△ 600				5,266		3.3%				4,120				水光熱費　計 スイ コウネツヒ ケイ		3,689		3,589

				当期利益 トウキ リエキ		2,601		3.3%				103		0.1%		703		0.9%		△ 600				2,704		1.7%				2,690				地代家賃		5,699		5,826

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		2,569		3.2%				41		0.1%		641		0.8%		△ 600				2,610		1.6%				2,681				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		1,957		2,102

																																		その他一般管理費計 タ イッパン カンリヒ ケイ		8,048		7,851

				丸亀製麺セグメント マルガメ セイメン		上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ										販売費及び一般管理費合計		36,167		36,276

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								減損損失 ゲンソン ソンシツ		1,218		1,030

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%				48,697		100.0%		46,905		100.0%		1,792				97,880		100.0%				43,559		90,464		その他の営業収入 タ エイギョウ シュウニュウ		117		261

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%				6,576		13.5%		6,182		13.2%		394				14,408		14.7%				7,023		13,205		その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		41		150

作成者: 開示用の数字丸め有り


				海外事業セグメント カイガイ ジギョウ		上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ										営業利益（損失）		4,430		4,430

作成者: 開示用の数字丸め有り


						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								調整後EBITDA チョウセイゴ		7,681		7,449

作成者: 開示用の数字丸め有り


				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%				16,574		100.0%		16,518		100.0%		56				33,294		100.0%				3458				金融収益 キンユウ シュウエキ		109		86

作成者: 開示用の数字丸め有り


				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%				1,909		11.5%		1,900		11.5%		9				4,261		12.8%				271				金融費用 キンユウ ヒヨウ		123		29

作成者: 開示用の数字丸め有り


																																		経常利益（損失） ケイジョウ リエキ ソンシツ		4,490		4,490

				カフェ事業セグメント ジギョウ		上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		2,595		100.0%				3,230		100.0%		3,041		100.0%		189				5,825		100.0%

				セグメント利益 リエキ		116		0.7%				37		0.2%		△ 16		-0.1%		53				153		0.5%





				Consolidated PL (IFRS)																														持分法投資損益 モチブン ホウ トウシ ソンエキ		163		243

						FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017										税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		4,578		4,730

作成者: 開示用の数字丸め有り


						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue								法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		1,626		1,680

作成者: 開示用の数字丸め有り


				Revenue		80,017		100.0%				79,042		100.0%		79,042		100.0%		0				159,060		100.0%								当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,953		3,050

作成者: 開示用の数字丸め有り


				Operating profit		5,084		6.4%				1,605		2.0%		2,105		2.7%		△ 500				6,689		4.2%								親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウ シャ		2,964		3,033

作成者: 開示用の数字丸め有り


																																						

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		Profit before tax		4,100		5.1%				1,166		1.5%		1,766		2.2%		△ 600				5,266		3.3%								非支配持分 ヒ シハイ モチブン		(11)		17

				Profit for the year		2,601		3.3%				103		0.1%		703		0.9%		△ 600				2,704		1.7%

				Profit for the year attributable to owners of the parent		2,569		3.2%				41		0.1%		641		0.8%		△ 600				2,610		1.6%								Profit for the year attributable to owners of the parent 

																																		parents のsはいらないようです

				Marugame Seimen 
segment		FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017

						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue								フォントとフォントサイズの混在

				Revenue		49,183		100.0%				48,697		100.0%		46,905		100.0%		1,792				97,880		100.0%

				Operating profit of 
Marugame Seimen segment		7,832		15.9%				6,576		13.5%		6,182		13.2%		394				14,408		14.7%								Segment profit

				Overseas 
segment		FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017										Ratio to prev. period = YoY

						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue

				Revenue		16,720		100.0%				16,574		100.0%		16,518		100.0%		56				33,294		100.0%								% to revenue のeの切り方がおかしいので

				Operating profit of 
Marugame Seimen segment		2,352		14.1%				1,909		11.5%		1,900		11.5%		9				4,261		12.8%								フォントサイズあるいは列の幅を変える必要があります





































出店計画

																										AS

								出店		退店		2020年
3月末 ネン ガツ マツ		投資額
（概算　百万円） トウシ ガク ガイサン ヒャクマンエン				2019年
3月 ネン ガツ														2020年3月期 ネン ガツキ		2021年3月期 ネン ガツキ		2022年3月期 ネン ガツキ		2023年3月期 ネン ガツキ		2024年3月期 ネン ガツキ

																										出店 シュッテン		小 ショウ				2		7		8		8		8

				国内 コクナイ				76		15		1,164		5,376				1,103										大 ダイ				1		6		6		7		7

						丸亀製麺		32		5		844		2,240				817										計 ケイ				3		13		14		15		15

						とん一 イチ		3		2		54		97				53								退店 タイ テン		小 ショウ				0		1		1		1		1

						カフェ		10		0		39		1,500				29										大 ダイ				0		0		0		0		0

						晩杯屋 バ		3		0		52		70				49										計 ケイ				0		1		1		1		1

						ずんどう屋 ヤ		3		0		48		191				45								純増 ジュン ゾウ		小 ショウ				2		6		7		7		7

						その他 タ		25		8		127		1,278				110										大 ダイ				1		6		6		7		7

				海外 カイガイ				145		24		696		1,940				575										計 ケイ				3		12		13		14		14

						連結子会社 レンケツ コガイシャ		69		12		229		1,850				172

						持分法適用会社 モチブン ホウ テキヨウ カイシャ		52		12		247		90				207								ずんどう屋 ヤ

						純粋ＦＣ ジュンスイ		24		0		220		0				196										Year0		Year1		Year2		Year3

				合 計 ゴウ ケイ				221		39		1,860		7,316				1,678										2019/03期 キ		2020/03期 キ		2021/03期 キ		2022/03期 キ

																										出店数 シュッテン スウ		9		3		10		10

						※その他　の内訳 タ ウチワケ																				退店数 タイ テン スウ		0		0		0		0

																										店舗数 テンポスウ		45		48		58		68













								Open		Close		2020
Mar						2019
Mar



				Domestic				76		15		1,164		5,376				1,103

						Marugame Seimen		32		5		844		2,240

						Butaya Tonichi （Tonkatsu,tonteki）		3		2		54		97

						Kona's CoffeeRoasted（Cafe）		10		0		39		1,500

						Banpaiya (Standing Bar)		3		0		52		70

						Zundoya (Ramen)		3		0		48		191

						Others		25		8		127		1,278

				Overseas				145		24		696		1,940

						Subsidiaries		69		12		229		1,850

						JVs		52		12		247		90

						FCs		24		0		220		0

				Total				221		39		1,860		7,316



















中期計画

				連結PL (IFRS) レンケツ

						2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期								H29.3期 キ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		159,060		-		109.7%		174,683		-		109.8%		200,803		-		115.0%				145,022

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		29,640		18.6%		239.0%		32,373		18.5%		109.2%		36,161		18.0%		111.7%				12,402

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,689		4.2%		290.6%		9,086		5.2%		135.8%		12,045		6.0%		132.6%				2,302

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		5,266		3.3%		393.9%		8,500		4.9%		161.4%		11,481		5.7%		135.1%				1,337

				当期利益 トウキ リエキ		2,704		1.7%		1223.5%		5,615		3.2%		207.7%		7,712		3.8%		137.3%				221

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		2,610		1.6%		977.5%		5,434		3.1%		208.2%		7,488		3.7%		137.8%				267



				丸亀製麺セグメントPL マルガメ セイ メン

						2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		97,880		-		199.0%		99,307		-		101.5%		107,694		-		108.4%				49,183

				セグメント利益 リエキ		14,408		14.7%		184.0%		12,817		12.9%		89.0%		14,149		13.1%		110.4%				7,832



				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

						2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		33,294		-		199.1%		36,604		-		109.9%		41,549		-		113.5%				16,720

				セグメント利益 リエキ		4,261		12.8%		181.2%		4,452		12.2%		104.5%		4,913		11.8%		110.4%				2,352



				出店  シュッテン		221						326						412								退店 タイ テン		30期 キ		31期 キ		32期 キ

				　国内 コクナイ		76						138						199										15		16		16

				　海外 カイガイ		145						188						213										24		26		25

				累計店舗数 ルイケイ テンポ スウ		1,860						2,144						2,515								1,687

				　国内 コクナイ		1,164						1,286						1,469								1,103

				　海外 カイガイ		696						858						1,046								575





















				Consolidated PL (IFRS)

						FY2019						FY2020						FY2021								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		159,060		-		109.7%		174,683		-		109.8%		200,803		-		115.0%				95,587

				Adjusted EBITDA		29,640		18.6%		239.0%		32,373		18.5%		109.2%		36,161		18.0%		111.7%				12,799

				Operating profit		6,689		4.2%		290.6%		9,086		5.2%		135.8%		12,045		6.0%		132.6%				8,733

				Profit before tax		5,266		3.3%		393.9%		8,500		4.9%		161.4%		11,481		5.7%		135.1%				8,117

				Profit for the year		2,704		1.7%		1223.5%		5,615		3.2%		207.7%		7,712		3.8%		137.3%				5,242

				Profit for the year attributable to owners of the parents		2,610		1.6%		977.5%		5,434		3.1%		208.2%		7,488		3.7%		137.8%				5,212



				Ｍａｒｕｇａｍｅｓｅｉｍｅｎ segment

						FY2019						FY2020						FY2021								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		97,880		-		199.0%		99,307		-		101.5%		107,694		-		108.4%				6,255

				segment profit		14,408		14.7%		184.0%		12,817		12.9%		89.0%		14,149		13.1%		110.4%				436





				Overseas segment

						FY2018						FY2019						FY2020								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		33,294		-		199.1%		36,604		-		109.9%		41,549		-		113.5%				6,255

				segment profit		4,261		12.8%		181.2%		4,452		12.2%		104.5%		4,913		11.8%		110.4%				436



				Numbers of opening stores(numbers in overseas）		221				0.0%		326				0.0%		412				0.0%

				Total numbers of stores(numbers of overses)		1,860				0.0%		2,144				0.0%		2,515				0.0%				1,092		246



				Numbers of opening stores(numbers in overseas）

				Total numbers of stores(numbers of overses)





IFRS

		■2015年3月期：IFRS連結業績予想シミュレーション ネン ガツ キ レンケツ ギョウセキ ヨソウ

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		実績 ジッセキ		J-GAAP						IFRS				差異 サイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				0

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,564				営業利益 エイギョウ リエキ		4,177				△ 3,387

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,994				税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		3,602				△ 3,392

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,606				当期利益 トウキ リエキ		1,985				29

								　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,956				△ 650



		↓実績のJ-GAAPとIFRSの差異を元にIFRS予算を試算 ジッセキ サイ モト ヨサン シサン												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		予想 ヨソウ		J-GAAP						IFRS				調整 チョウセイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		84,803				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		84,803				0

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,200				営業利益 エイギョウ リエキ		3,900				△ 3,300

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,928				税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		3,628				△ 3,300

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,132				当期利益 トウキ リエキ		1,762				30

								　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,732				△ 400		※調整 チョウセイ





Sheet4

		連結純損益計算書の差異 レンケツ ジュンソンエキ ケイサンショ サイ

																						（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		日本基準（J-GAAP） ニホン キジュン						①日本基準（J-GAAP）の表示組替 ニホン キジュン ヒョウジ クミカエ						②国際会計基準（IFRS） コクサイ カイケイ キジュン						差異②－① サイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		0

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		0

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		0

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 57,421				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 57,421				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 58,605				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 1,183		※1

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,564				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 1,849				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 2,155				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 306		※2

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		277				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		338				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		324				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		△ 14

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		△ 848				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 342				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 374				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 32

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,994				営業利益 エイギョウ リエキ		5,711				営業利益 エイギョウ リエキ		4,175				営業利益 エイギョウ リエキ		△ 1,536

		特別利益 トクベツ リエキ		172				金融収益 キンユウ シュウエキ		111				金融収益 キンユウ シュウエキ		206				金融収益 キンユウ シュウエキ		95		※3

		特別損失 トクベツ ソンシツ		△ 2,068				金融費用 キンユウ ヒヨウ		△ 646				金融費用 キンユウ ヒヨウ		△ 637				金融費用 キンユウ ヒヨウ		9

		税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		5,098				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 77				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 130				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 53		※4

		法人税等 ホウジンゼイ トウ		△ 2,429				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		5,098				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		3,614				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		△ 1,484

		少数株主調整前当期純利益 ショウスウ カブヌシ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		2,669				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		△ 2,429				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		△ 1,603				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		826		※5

		少数株主損益 ショウスウ カブヌシ ソンエキ		△ 29				当期利益 トウキ リエキ		2,669				当期利益 トウキ リエキ		2,011				当期利益 トウキ リエキ		△ 658

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,640				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		2,640				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,982				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		△ 658

								　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		29				　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		29				　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		0

																				IFRSと日本基準の主な差異 ニホン キジュン オモ サイ

																		※1		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		△ 869		定額法への遡及修正 テイガク ホウ ソキュウ シュウセイ

				日本基準（J-GAAP） ニホン キジュン				国際会計基準（IFRS） コクサイ カイケイ キジュン												租税公課 ソゼイ コウカ		△ 344		法人税等（均等割）より振替 ホウジンゼイ トウ キントウワリ フリカエ

		営業利益 エイギョウ リエキ		売上総利益－販売費及び一般管理費 ウリアゲ ソウリエキ ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				売上総利益－販売費及び一般管理費－減損損失＋その他の営業収益－その他の営業費用 ウリアゲ ソウリエキ ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ ゲンソン ソンシツ タ エイギョウ シュウエキ タ エイギョウ ヒヨウ												その他 タ		30

																				計 ケイ		△ 1,183

		経常利益 ケイジョウ リエキ		営業利益＋営業外収益－営業外費用 エイギョウ リエキ エイギョウガイ シュウエキ エイギョウガイ ヒヨウ				経常利益、特別損益の概念はなく、金融収益、金融費用及び持分法による投資損益以外は、営業利益に加減 ケイジョウ リエキ トクベツ ソンエキ ガイネン キンユウ シュウエキ キンユウ ヒヨウ オヨ モチブンポウ トウシ ソンエキ イガイ エイギョウ リエキ カゲン										※2		減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 251		割引後CFとの比較 ワリビキ アト ヒカク

																				減損損失（のれん） ゲンソン ソンシツ		△ 55		非償却分を減損 ヒ ショウキャク ブン ゲンソン

		金融収益 キンユウ シュウエキ		－				受取利息、為替差益等 ウケトリ リソク カワセ サエキ トウ												計 ケイ		△ 306

		金融費用 キンユウ ヒヨウ		－				支払利息、為替差損等 シハライ リソク カワセ サソン トウ										※3		受取利息 ウケトリ リソク		95		敷金保証金を償却原価に シキキン ホショウキン ショウキャク ゲンカ

																				計 ケイ		95

																		※4		持分法による投資損失 モチブンポウ トウシ ソンシツ		△ 86		全ての共同支配企業を持分法適用に スベ キョウドウ シハイ キギョウ モチブンポウ テキヨウ

																				持分法による投資損失 モチブンポウ トウシ ソンシツ		33		持分法のれんの非償却 モチブンポウ ヒ ショウキャク

																				計 ケイ		△ 53

																		※5		法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		345		均等割を租税公課に振替 キントウワリ ソゼイ コウカ フリカエ

																				法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		132		税率変更による修正 ゼイリツ ヘンコウ シュウセイ

																				法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		349		IFRS修正に係る税効果調整 シュウセイ カカ ゼイ コウカ チョウセイ

																				計 ケイ		826



表示組替

IFRS調整



世界ランキング

				世界外食企業ランキング（上場企業）上位10社

						企業名		国名		売上高
（百万ドル）		決算期		展開ブランド

				1		McDonald's Corporation 		アメリカ		28,106		41609		McDonald's

				2		Starbucks Corporation 		アメリカ		14,892		41518		Starbucks

				3		Yum Brands Inc 		アメリカ		13,084		41609		KFC/Pizza Hut/Taco Bell、他

				4		Darden Restaurants Inc 		アメリカ		6,286		41760		Red Lobster/Olive Garden/
LongHorn Steakhouse、他

				5		AUTOGRILL SPA 		イタリア		6,207		41609		FC含む250ブランド以上を展開

				6		ゼンショーホールディングス		日本		4,679		41699		すき家/ココス/はま寿司、他

				7		Bloomin Brands Inc		アメリカ		4,129		41609		OUTBACK STEAKHOUSE
/CARRABBA'S、他

				8		ARCOS DORADOS 
HOLDINGS INCORPORATED 		アルゼンチン		4,033		41609		（中南米、カリブ海エリアの
McDonald's franchisee）

				9		Chipotle Mexican Grill, Inc. 		アメリカ		3,215		41609		Chipotle

				10		TIM HORTONS INCORPORATED		カナダ		3,162		41609		Tim Hortons、他

				（出所）各社決算資料等よりみずほ銀行産業調査部作成





						McDonald's Corporation 		(		アメリカ		)		28,106

						Starbucks Corporation 		(		アメリカ		)		14,892

						Yum Brands Inc 		(		アメリカ		)		13,084

						Darden Restaurants Inc 		(		アメリカ		)		6,286

						AUTOGRILL SPA 		(		イタリア		)		6,207

						ゼンショーホールディングス		(		日本		)		4,679

						Bloomin Brands Inc		(		アメリカ		)		4,129
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						McDonald's Corporation (アメリカ)		28,106

						Starbucks Corporation (アメリカ)		14,892

						Yum Brands Inc (アメリカ)		13,084

						Darden Restaurants Inc (アメリカ)		6,286

						AUTOGRILL SPA (イタリア)		6,207

						ゼンショーホールディングス(日本)		4,679

						Bloomin Brands Inc(アメリカ)		4,129

						ARCOS DORADOS 
HOLDINGS INCORPORATED (アルゼンチン)		4,033

						Chipotle Mexican Grill, Inc. (アメリカ)		3,215

						TIM HORTONS INCORPORATED(カナダ)		3,162





						TIM HORTONS Inc.(カナダ)		3,162

						Chipotle Mexican Grill, Inc. (アメリカ)		3,215

						ARCOS DORADOS HD Inc. (アルゼンチン)		4,033

						Bloomin Brands Inc.(アメリカ)		4,129

						ゼンショーホールディングス(日本)		4,679

						AUTOGRILL SPA (イタリア)		6,207

						Darden Restaurants Inc. (アメリカ)		6,286

						Yum Brands Inc. (アメリカ)		13,084

						Starbucks Corporation (アメリカ)		14,892

						McDonald's Corporation (アメリカ)		28,106









						TIM HORTONS Inc.		3,162

						Chipotle Mexican Grill, Inc. 		3,215

						ARCOS DORADOS HD Inc. 		4,033

						Bloomin Brands Inc.		4,129

						ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.		4,679

						AUTOGRILL SPA 		6,207

						Darden Restaurants Inc. 		6,286

						Yum Brands Inc. 		13,084

						Starbucks Corporation 		14,892

						McDonald's Corporation 		28,106
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						Starbucks Corporation 		14,892

						Yum Brands Inc. 		13,084

						Darden Restaurants Inc. 		6,286

						AUTOGRILL SPA 		6,207

						ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.		4,679

						Bloomin Brands Inc.		4,129

						ARCOS DORADOS HD Inc. 		4,033

						Chipotle Mexican Grill, Inc. 		3,215

						TIM HORTONS Inc.		3,162



TIM HORTONS Inc.(カナダ)	Chipotle Mexican Grill, Inc. (アメリカ)	ARCOS DORADOS HD Inc. (アルゼンチン)	Bloomin Brands Inc.(アメリカ)	ゼンショーホールディングス(日本)	AUTOGRILL SPA (イタリア)	Darden Restaurants Inc. (アメリカ)	Yum Brands Inc. (アメリカ)	Starbucks Corporation (アメリカ)	McDonald's Corporation (アメリカ)	3162	3215	4033	4129	4679	6207	6286	13084	14892	28106	McDonald's Corporation 	Starbucks Corporation 	Yum Brands Inc. 	Darden Restaurants Inc. 	AUTOGRILL SPA 	ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.	Bloomin Brands Inc.	ARCOS DORADOS HD Inc. 	Chipotle Mexican Grill, Inc. 	TIM HORTONS Inc.	28106	14892	13084	6286	6207	4679	4129	4033	3215	3162	

基礎資料

		ＢＩ　「月別・日別推移」　→　「当月レート」　は、前月末のレートを採用 ツキベツ ヒ ベツ スイイ トウゲツ ゼンゲツ マツ サイヨウ

		閉店日　＞＝2016/03/31　（3/31以前に閉店した店舗は含まない） 　 開店日　＜＝2015/12/31（12/31以前に開店した店舗を含む）　など　　を選択 ヘイ テン テンポ フク カイテン ヒ イゼン カイテン テンポ フク

		*は取る ト

		開店、閉店の情報は、右クリックでロックする カイテン ヘイテン ジョウホウ ミギ

		⇒　2016/1/1から03/31まで、ひと月フルで営業していた店舗を対象にしている ツキ エイギョウ テンポ タイショウ

		1Q		閉店日　＞＝2018/3/31　		開店日 ＜＝2017/12/31

		2Q		閉店日　＞＝2018/06/30　		開店日 ＜＝2017/12/31

		3Q		閉店日　＞＝2018/09/30　		開店日 ＜＝2017/12/31

		4Q		閉店日　＞＝2018/12/31　		開店日 ＜＝2017/12/31

		※台湾は注意 タイワン チュウイ

		※丸亀製麺だけ絞る マ シボ

		アメリカ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		11,037,015		1,236,035,309		0		-		944,199,552		130.91%		1,085,440		887,294		122.3%		1,139		0		-		-		-		-		-		3

		2018/01		934,634		104,669,658		0		-		67,798,467		154.38%		94,437		67,217		140.5%		1,108		0		-		-		-		-		-

		2018/02		865,529		96,930,585		0		-		58,289,841		166.29%		86,893		58,009		149.8%		1,116		0		-		-		-		-		-

		2018/03		940,247		105,298,244		0		-		62,867,453		167.49%		93,828		62,064		151.2%		1,122		0		-		-		-		-		-

		2018/04		879,409		98,484,986		0		-		62,713,474		157.04%		88,931		61,268		145.2%		1,107		0		-		-		-		-		-

		2018/05		923,118		103,380,016		0		-		66,076,146		156.46%		92,310		63,938		144.4%		1,120		0		-		-		-		-		-

		2018/06		891,830		99,876,097		0		-		65,094,909		153.43%		89,438		63,065		141.8%		1,117		0		-		-		-		-		-

		2018/07		918,801		102,896,533		0		-		71,199,415		144.52%		91,340		67,966		134.4%		1,127		0		-		-		-		-		-

		2018/08		933,509		104,543,639		0		-		75,557,404		138.36%		90,175		71,798		125.6%		1,159		0		-		-		-		-		-

		2018/09		902,763		101,100,405		0		-		89,716,330		112.69%		87,740		82,737		106.0%		1,152		0		-		-		-		-		-

		2018/10		904,814		101,330,172		0		-		108,372,002		93.50%		87,870		96,758		90.8%		1,153		0		-		-		-		-		-

		2018/11		902,780		101,102,360		0		-		107,716,571		93.86%		87,338		96,159		90.8%		1,158		0		-		-		-		-		-

		2018/12		1,039,580		116,422,613		0		-		108,797,539		107.01%		95,140		96,315		98.8%		1,224		0		-		-		-		-		-

						34,334,314										30,151						1,139

						34,334

		韓国 カンコク

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		6,706,938,740		670,693,874		0		-		680,174,538		98.61%		755,090		803,853		93.9%		888		0		-		-		-		-		-		10

		2018/01		566,061,780		56,606,178		0		-		57,115,579		99.11%		66,453		66,098		100.5%		852		0		-		-		-		-		-

		2018/02		520,514,890		52,051,489		0		-		52,995,374		98.22%		60,381		61,720		97.8%		862		0		-		-		-		-		-

		2018/03		572,189,740		57,218,974		0		-		50,865,872		112.49%		66,336		59,949		110.7%		863		0		-		-		-		-		-

		2018/04		541,064,440		54,106,444		0		-		54,753,092		98.82%		60,522		65,413		92.5%		894		0		-		-		-		-		-

		2018/05		564,352,660		56,435,266		0		-		57,043,792		98.93%		63,559		68,308		93.0%		888		0		-		-		-		-		-

		2018/06		535,459,550		53,545,955		0		-		56,203,125		95.27%		60,112		67,006		89.7%		891		0		-		-		-		-		-

		2018/07		605,035,010		60,503,501		0		-		59,664,308		101.41%		68,244		70,970		96.2%		887		0		-		-		-		-		-

		2018/08		600,337,740		60,033,774		0		-		60,273,538		99.60%		67,212		71,770		93.6%		893		0		-		-		-		-		-

		2018/09		539,093,950		53,909,395		0		-		54,244,144		99.38%		58,602		64,180		91.3%		920		0		-		-		-		-		-

		2018/10		551,903,530		55,190,353		0		-		56,888,227		97.02%		61,414		67,561		90.9%		899		0		-		-		-		-		-

		2018/11		542,895,370		54,289,537		0		-		57,939,978		93.70%		59,548		68,212		87.3%		912		0		-		-		-		-		-

		2018/12		568,030,080		56,803,008		0		-		62,187,509		91.34%		62,707		72,666		86.3%		906		0		-		-		-		-		-

						5,589,116										6,292						888

						5,589

		台湾 タイワン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計				2,971,667,163										4,616,338								0		-		-		-		-		-		28

		2018/04		73,235,984		262,917,183		0		-		251,137,520		104.69%		389,494		407,124		95.7%		675		0		-		-		-		-		-

		2018/05		68,393,158		245,531,437		0		-		257,344,792		95.41%		378,505		388,993		97.3%		649		0		-		-		-		-		-

		2018/06		71,168,994		255,496,688		0		-		254,627,460		100.34%		391,780		386,317		101.4%		652		0		-		-		-		-		-

		2018/07		77,465,930		278,102,689		0		-		291,768,623		95.32%		431,510		435,155		99.2%		644		0		-		-		-		-		-

		2018/08		68,986,210		247,660,494		0		-		279,460,312		88.62%		400,710		422,766		94.8%		618		0		-		-		-		-		-

		2018/09		66,685,851		239,402,205		0		-		209,331,593		114.37%		368,591		319,832		115.2%		650		0		-		-		-		-		-

		2018/10		65,631,275		235,616,277		0		-		262,058,946		89.91%		359,469		395,002		91.0%		655		0		-		-		-		-		-

		2018/11		60,463,169		217,062,777		0		-		238,986,853		90.83%		350,028		358,597		97.6%		620		0		-		-		-		-		-

		2018/12		74,003,339		265,671,987		0		-		270,622,985		98.17%		418,034		405,124		103.2%		636		0		-		-		-		-		-

		2019/01		66,674,732		239,362,288		0		-		229,919,385		104.11%		376,272		353,655		106.4%		636		0		-		-		-		-		-

		2019/02		68,961,950		247,573,401		0		-		271,017,195		91.35%		380,474		385,962		98.6%		651		0		-		-		-		-		-

		2019/03		66,091,849		237,269,738		0		-		236,765,436		100.21%		371,471		349,155		106.4%		639		0		-		-		-		-		-

						8,844,248										13,739						644

						8,844

		ロシア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		249,820,501		489,648,182		0		-		606,340,489		80.75%		619,308		768,902		80.5%		791		0		-		-		-		-		-		7

		2018/01		23,475,281		46,011,550		0		-		37,642,492		122.23%		57,336		48,483		118.3%		802		0		-		-		-		-		-

		2018/02		23,467,768		45,996,825		0		-		41,677,393		110.36%		58,371		53,890		108.3%		788		0		-		-		-		-		-

		2018/03		28,161,829		55,197,185		0		-		55,066,665		100.24%		69,347		70,917		97.8%		796		0		-		-		-		-		-

		2018/04		29,134,888		57,104,380		0		-		51,409,079		111.08%		71,632		65,798		108.9%		797		0		-		-		-		-		-

		2018/05		28,300,303		55,468,594		0		-		51,420,349		107.87%		69,890		66,385		105.3%		794		0		-		-		-		-		-

		2018/06		29,105,898		57,047,559		0		-		51,120,385		111.59%		69,055		62,666		110.2%		826		0		-		-		-		-		-

		2018/07		26,761,752		52,453,033		0		-		47,238,507		111.04%		64,403		59,162		108.9%		814		0		-		-		-		-		-

		2018/08		25,422,365		49,827,835		0		-		46,456,545		107.26%		61,844		62,566		98.8%		806		0		-		-		-		-		-

		2018/09		11,250,390		22,050,764		0		-		56,269,767		39.19%		30,150		69,913		43.1%		731		0		-		-		-		-		-

		2018/10		12,932,184		25,347,080		0		-		59,012,452		42.95%		35,088		73,440		47.8%		722		0		-		-		-		-		-

		2018/11		11,807,845		23,143,376		0		-		56,289,703		41.11%		32,192		69,802		46.1%		719		0		-		-		-		-		-

		2018/12		0		0		0		-		52,737,152		0.00%		0		65,880		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

						6,359,067										8,043						791

						6,359

		中国 チュウゴク

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		253,847,903		4,257,029,327		0		-		4,276,874,170		99.54%		6,629,104		6,377,268		103.9%		642		0		-		-		-		-		-		69

		2018/01		21,499,479		360,546,268		0		-		354,313,915		101.76%		547,348		520,677		105.1%		659		0		-		-		-		-		-

		2018/02		19,902,231		333,760,419		0		-		317,080,764		105.26%		517,272		471,878		109.6%		645		0		-		-		-		-		-

		2018/03		21,157,732		354,815,159		0		-		340,711,334		104.14%		537,201		509,587		105.4%		660		0		-		-		-		-		-

		2018/04		20,238,475		339,399,222		0		-		339,685,662		99.92%		510,965		494,047		103.4%		664		0		-		-		-		-		-

		2018/05		20,188,411		338,559,649		0		-		350,489,524		96.60%		559,414		518,800		107.8%		605		0		-		-		-		-		-

		2018/06		21,499,488		360,546,409		0		-		380,465,857		94.76%		654,384		552,143		118.5%		551		0		-		-		-		-		-

		2018/07		24,090,931		404,004,918		0		-		401,912,616		100.52%		634,219		600,567		105.6%		637		0		-		-		-		-		-

		2018/08		23,709,415		397,606,893		0		-		391,397,135		101.59%		601,990		597,178		100.8%		660		0		-		-		-		-		-

		2018/09		20,247,900		339,557,280		0		-		340,705,766		99.66%		521,964		521,082		100.2%		651		0		-		-		-		-		-

		2018/10		20,449,485		342,937,857		0		-		340,641,385		100.67%		529,361		522,324		101.3%		648		0		-		-		-		-		-

		2018/11		19,610,734		328,872,006		0		-		339,044,797		97.00%		504,097		506,954		99.4%		652		0		-		-		-		-		-

		2018/12		21,253,622		356,423,248		0		-		380,425,416		93.69%		510,889		562,031		90.9%		698		0		-		-		-		-		-

						5,141,340										8,006						642

						5,141

		タイ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		136,089,230		485,838,550		0		-		539,844,041		90.00%		876,307		1,107,020		79.2%		554		0		-		-		-		-		-		22

		2018/01		13,421,005		47,912,987		0		-		40,074,580		119.56%		101,773		76,489		133.1%		471		0		-		-		-		-		-

		2018/02		11,488,032		41,012,276		0		-		37,324,473		109.88%		84,617		71,707		118.0%		485		0		-		-		-		-		-

		2018/03		12,723,835		45,424,091		0		-		42,611,486		106.60%		94,942		86,311		110.0%		478		0		-		-		-		-		-

		2018/04		12,840,018		45,838,865		0		-		45,051,056		101.75%		95,161		92,636		102.7%		482		0		-		-		-		-		-

		2018/05		12,432,458		44,383,875		0		-		37,668,891		117.83%		93,249		81,002		115.1%		476		0		-		-		-		-		-

		2018/06		12,305,931		43,932,174		0		-		45,718,692		96.09%		93,433		93,906		99.5%		470		0		-		-		-		-		-

		2018/07		12,344,254		44,068,987		0		-		46,736,223		94.29%		94,490		97,973		96.4%		466		0		-		-		-		-		-

		2018/08		12,112,614		43,242,032		0		-		48,688,249		88.81%		92,877		100,836		92.1%		466		0		-		-		-		-		-

		2018/09		11,428,445		40,799,549		0		-		49,654,757		82.17%		86,171		101,589		84.8%		473		0		-		-		-		-		-

		2018/10		5,156,638		18,409,197		0		-		46,566,077		39.53%		39,594		96,613		41.0%		465		0		-		-		-		-		-

		2018/11		7,520,459		26,848,037		0		-		46,014,052		58.35%		0		94,430		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

		2018/12		12,315,541		43,966,481		0		-		53,735,506		81.82%		0		113,528		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

						1,840,298										3,319						554

						1,840

		カンボジア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		723,052		80,974,591		0		-		79,876,540		101.37%		174,243		162,171		107.4%		465		0		-		-		-		-		-		1

		2018/01		60,902		6,820,403		0		-		5,835,079		116.89%		16,075		11,579		138.8%		424		0		-		-		-		-		-

		2018/02		54,361		6,087,933		0		-		5,431,325		112.09%		14,896		10,550		141.2%		409		0		-		-		-		-		-

		2018/03		61,330		6,868,311		0		-		6,083,072		112.91%		16,130		11,790		136.8%		426		0		-		-		-		-		-

		2018/04		62,016		6,945,199		0		-		6,234,230		111.40%		15,308		12,235		125.1%		454		0		-		-		-		-		-

		2018/05		55,382		6,202,267		0		-		6,263,222		99.03%		13,486		12,003		112.4%		460		0		-		-		-		-		-

		2018/06		57,645		6,455,609		0		-		6,783,814		95.16%		14,438		13,411		107.7%		447		0		-		-		-		-		-

		2018/07		55,777		6,246,474		0		-		7,030,093		88.85%		13,565		14,230		95.3%		460		0		-		-		-		-		-

		2018/08		61,259		6,860,382		0		-		7,381,441		92.94%		13,868		17,560		79.0%		495		0		-		-		-		-		-

		2018/09		56,863		6,368,142		0		-		6,971,815		91.34%		12,830		16,316		78.6%		496		0		-		-		-		-		-

		2018/10		66,844		7,485,806		0		-		7,285,194		102.75%		15,078		8,131		185.4%		496		0		-		-		-		-		-

		2018/11		61,908		6,933,024		0		-		7,221,156		96.01%		13,870		16,264		85.3%		500		0		-		-		-		-		-

		2018/12		68,765		7,701,041		0		-		7,356,099		104.69%		14,699		18,102		81.2%		524		0		-		-		-		-		-

						6,747,883										14,520						465

						6,748



		フィリピン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		69,533,573		157,145,876		0		-		51,237,143		306.70%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-		1

		2018/01		5,292,606		11,961,289		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/02		5,112,480		11,554,205		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/03		5,498,906		12,427,527		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/04		5,373,300		12,143,657		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/05		5,335,998		12,059,355		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/06		5,364,759		12,124,355		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/07		5,704,955		12,893,197		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/08		5,886,499		13,303,488		0		-		6,529,648		203.74%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/09		5,779,436		13,061,526		0		-		10,703,669		122.03%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/10		6,103,613		13,794,166		0		-		10,936,373		126.13%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/11		7,099,325		16,044,475		0		-		10,674,562		150.31%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/12		6,981,697		15,778,635		0		-		12,392,892		127.32%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

						13,095,490										0						ERROR:#DIV/0!

						13,095



				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン				検算 ケンザン

				アメリカ (本土・ハワイ） ホンド		34,334		30,151		1,139				30,151		0				9364837.1399935

				韓国 カンコク		5,589		6,292		888				6,292		0				16312.6546754795

				台湾 タイワン		8,844		13,739		644				13,739		0

				カンボジア		6,748		14,520		465				14,520		0

				ロシア（持分）		6,359		8,043		791				8,043		0

				中国（持分） チュウゴク モチブン		5,141		8,006		642				8,006		0

				タイ（持分）		1,840		3,319		554				3,319		0



				日本 ニホン		9,364		16,312		574				16,314		(2)



				Overseas Marugame Seimen brand　Basic information						(Monthly data per store)

						Sales
 (1,000 yen)		# of Guests
 (person)		Sales per Guest
 (yen)

				USA		34,334		30,151		1,139

				South Korea		5,589		6,292		888

				Taiwan (ROC)		8,844		13,739		644

				Cambodia		6,748		14,520		465

				Russia<JV>		6,359		8,043		791

				China(PRC) <JV>		5,141		8,006		642

				Thailand <JV>		1,840		3,319		554



				Japan		9,364		16,312		574

				過去データ カコ

				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン

				アメリカ		26,129		27,025		967

				韓国 カンコク		5,290		7,119		743

				台湾 タイワン		11,937		22,143		539

				ロシア（持分）		7,198		9,602		750

				中国（持分） チュウゴク モチブン		7,092		11,545		614

				タイ（持分）		2,457		4,910		500



				日本 ニホン		9,000		16,393		548







				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン

				アメリカ		31,554		31,756		994

				韓国 カンコク		6,005		7,465		804

				台湾 タイワン		16,033		24,226		662

				ロシア（持分）		7,736		10,644		727

				中国（持分） チュウゴク モチブン		8,479		12,302		689

				タイ（持分）		3,160		5,895		536



				日本 ニホン		8,836		16,213		545









Sheet8

		ＢＩ　「月別・日別推移」　→　「当月レート」　は、前月末のレートを採用

		閉店日　＞＝2016/03/31　（3/31以前に閉店した店舗は含まない） 　 開店日　＜＝2015/12/31（12/31以前に開店した店舗を含む）　など　　を選択

		*は取る

		開店、閉店の情報は、右クリックでロックする

		⇒　2016/1/1から03/31まで、ひと月フルで営業していた店舗を対象にしている

		1Q		閉店日　＞＝2019/3/31　		開店日 ＜＝2018/12/31

		2Q		閉店日　＞＝2019/06/30　		開店日 ＜＝2018/12/31

		3Q		閉店日　＞＝2019/09/30　		開店日 ＜＝2018/12/31

		4Q		閉店日　＞＝2019/12/31　		開店日 ＜＝2018/12/31

		※台湾は注意

		※丸亀製麺だけ絞る

		アメリカ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		3,775,772		420,005,085		0		-		305,840,278		137.33%		337,051		275,982		122.1%		1,246		0		-		-		-		-		-		5

		2019/01		1,330,758		146,330,201		0		-		103,856,746		140.90%		119,232		95,555		124.8%		1,227		0		-		-		-		-		-

		2019/02		1,184,941		132,559,354		0		-		96,738,622		137.03%		106,025		86,846		122.1%		1,250		0		-		-		-		-		-

		2019/03		1,260,073		141,115,529		0		-		105,244,911		134.08%		111,794		93,581		119.5%		1,262		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						28,000,339										22,470						1,246

						28,000

		韓国

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		1,580,603,090		158,813,746		0		-		166,848,993		95.18%		168,792		193,299		87.3%		941		0		-		-		-		-		-		10

		2019/01		531,204,040		53,226,645		0		-		56,384,924		94.40%		56,111		66,028		85.0%		949		0		-		-		-		-		-

		2019/02		497,843,510		50,431,548		0		-		53,101,644		94.97%		52,356		60,794		86.1%		963		0		-		-		-		-		-

		2019/03		551,555,540		55,155,554		0		-		57,362,425		96.15%		60,325		66,477		90.7%		914		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						5,293,792										5,626						941

						5,294

		台湾

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		232,899,909		816,303,255		0		-		758,783,227		107.58%		1,329,643		1,181,087		112.6%		614		0		-		-		-		-		-		31

		2019/04		73,674,211		265,227,160		0		-		261,160,848		101.56%		416,169		386,621		107.6%		637		0		-		-		-		-		-

		2019/05		75,733,337		260,522,679		0		-		238,959,394		109.02%		427,957		385,683		111.0%		609		0		-		-		-		-		-

		2019/06		83,492,361		290,553,416		0		-		258,662,985		112.33%		485,517		408,783		118.8%		598		0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

		2020/01																						0		-		-		-		-		-

		2020/02																						0		-		-		-		-		-

		2020/03																						0		-		-		-		-		-

						8,777,454										14,297						614

						8,777

		ロシア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計																						0		-		-		-		-		-		7

		2019/01																						0		-		-		-		-		-

		2019/02																						0		-		-		-		-		-

		2019/03																						0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						0										0						ERROR:#DIV/0!

						0

		中国

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		69,477,772		1,162,673,494		0		-		1,061,504,165		109.53%		1,630,424		1,625,313		100.3%		713		0		-		-		-		-		-		82

		2019/01		24,548,265		406,273,781		0		-		355,683,668		114.22%		572,525		567,131		101.0%		710		0		-		-		-		-		-

		2019/02		20,942,029		354,129,712		0		-		339,296,373		104.37%		481,953		503,492		95.7%		735		0		-		-		-		-		-

		2019/03		23,987,478		402,270,001		0		-		366,524,124		109.75%		575,946		554,690		103.8%		698		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						4,726,315										6,628						713

						4,726

		タイ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		34,435,354		123,136,542		0		-		136,646,473		90.11%		253,698		284,956		89.0%		485		0		-		-		-		-		-		24

		2019/01		11,696,125		41,638,205		0		-		46,666,141		89.23%		86,060		99,389		86.6%		484		0		-		-		-		-		-

		2019/02		10,642,945		38,314,601		0		-		42,171,387		90.85%		78,347		86,202		90.9%		489		0		-		-		-		-		-

		2019/03		12,096,285		43,183,736		0		-		47,808,945		90.33%		89,291		99,365		89.9%		484		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						1,710,230										3,524						485

						1,710

		カンボジア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		212,624		23,661,393		0		-		19,685,795		120.20%		44,272		47,403		93.4%		534		0		-		-		-		-		-		1

		2019/01		70,102		7,708,390		0		-		6,646,907		115.97%		14,847		15,975		92.9%		519		0		-		-		-		-		-

		2019/02		67,257		7,524,062		0		-		6,105,202		123.24%		14,023		14,947		93.8%		537		0		-		-		-		-		-

		2019/03		75,265		8,428,942		0		-		6,933,686		121.57%		15,402		16,481		93.5%		547		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						7,887,131										14,757						534

						7,887



		フィリピン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		63,548,033		143,724,744		0		-		52,754,174		272.44%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-		4

		2019/01		20,170,105		45,181,036		0		-		11,837,618		381.67%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/02		12,739,773		29,301,477		0		-		13,061,748		224.33%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/03		30,638,155		69,242,230		0		-		27,854,807		248.58%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/04														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/05														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/06														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/07														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/08														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/09														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/10														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/11														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/12														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

						11,977,062										0						ERROR:#DIV/0!

						11,977



				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)				検算

				アメリカ (本土・ハワイ）		28,000		22,470		1,246				22,470		0				9364837.1399935

				韓国		5,294		5,626		941				5,626		0				16312.6546754795

				台湾		8,777		14,297		614				14,297		0

				カンボジア		7,887		14,757		534				14,757		0

				ロシア（持分）		0		0		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				中国（持分）		4,726		6,628		713				6,628		0

				タイ（持分）		1,710		3,524		485				3,524		0



				日本		9,813		17,685		555				17,681		4



				Overseas Marugame Seimen brand　Basic information						(Monthly data per store)

						Sales
 (1,000 yen)		# of Guests
 (person)		Sales per Guest
 (yen)

				USA		28,000		22,470		1,246

				South Korea		5,294		5,626		941

				Taiwan (ROC)		8,777		14,297		614

				Cambodia		7,887		14,757		534

				China(PRC) <JV>		4,726		6,628		713

				Thailand <JV>		1,710		3,524		485



				Japan		9,813		17,685		555

				過去データ

				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)

				アメリカ		26,129		27,025		967

				韓国		5,290		7,119		743

				台湾		11,937		22,143		539

				ロシア（持分）		7,198		9,602		750

				中国（持分）		7,092		11,545		614

				タイ（持分）		2,457		4,910		500



				日本		9,000		16,393		548







				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)

				アメリカ		31,554		31,756		994

				韓国		6,005		7,465		804

				台湾		16,033		24,226		662

				ロシア（持分）		7,736		10,644		727

				中国（持分）		8,479		12,302		689

				タイ（持分）		3,160		5,895		536



				日本		8,836		16,213		545









株主還元

				配当の推移

						2012年3月期		2014年
3月期		2015年
3月期		2016年
3月期		2017年
3月期		2018年
3月期		2019年
3月期		2020年
3月期
(予想) ヨソウ

				1株当たりの
年間配当額 ア		15円50銭		8円00銭		10円00銭		24円00銭		26円00銭		26円50銭		1円50銭		12円50銭

				配当性向		19.90%		37.00%		20.50%		19.90%		20.00%		24.68%		24.10%		20.56%



																										株主優待の内容

																										保有株式数		優待内容		継続保有優遇 ケイゾク ホユウ ユウグウ

																										実施回数 ジッシ カイスウ		年2回 ネン カイ		左記に追加 サキ ツイカ		年2回 ネン カイ

																										100株以上～200株未満		4,000円相当の割引券 ワリビキケン				ー

																										200株以上～500株未満		4,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン

																										500株以上～1,000株未満		10,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン

																										1,000株以上		15,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン



				Changes in Dividends

						Year ended March 31, 2012		Year ended March 31, 2014		Year ended March 31, 2015		Year ended March 31, 2016		Year ended March 31, 2017		Year ended March 31, 2018		Year ended March 31, 2019		Year ended March 31, 2020
(estimated)

				Annual dividend per share		15.50yen		8.00yen		10.00yen		24.00yen		26.00yen		26.50yen		1.50yen		12.50yen																Annual dividend per share

				Dividend payout ratio		19.90%		37.00%		20.50%		19.90%		20.00%		20.00%		24.10%		20.56%																Dividend payout ratio



																										Shareholder incentives

																										Number of shares		Incentive		Preferential treatment for continuous holding

																										The number of times		Twice a year		Twice a year						Shareholder incentives

																										100 - 200		4,000 yen value coupon 		Add to left		-				Shareholder incentives

																										200 - 500		4,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 

																										500 - 1,000		10,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 

																										1,000+  		15,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 





丸亀製麺　既存店

																																				Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar

						2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		2018年
3月期 ネン ガツキ		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		10月																												2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月 ガツ		2月		3月		4月 ガツ		5月 ガツ		6月

						FY 2015		FY 2016		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep						FY 2015		FY 2016		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun

						FY 2015		FY 2016		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		FY 2017 		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月						FY 2015		FY 2016		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar

				Net Sales		106.7%		103.8%		104.8%		105.2%		107.0%		110.2%		104.2%		105.1%		100.6%		100.5%		107.6%		103.2%		103.1%		101.1%		104.4%		103.3%		94.4%		97.9%		96.3%		95.2%		92.2%		96.5%		101.8%		96.3%		97.6%		96.8%		99.6%		96.7%		110.1%		105.7%		103.0%		106.2%		111.3%						2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月

				# of guests - Head count		101.8%		103.0%		104.1%		102.5%		102.5%		104.2%		98.6%		101.4%		99.1%		98.6%		101.7%		99.7%		99.5%		98.2%		100.8%		97.6%		91.0%		95.2%		99.8%		97.5%		93.0%		93.9%		99.6%		96.1%		94.9%		96.6%		98.7%		99.0%		122.6%		106.6%		99.3%		104.1%		111.5%				売上 ウリアゲ		106.7%		103.8%		104.4%		103.3%		94.4%		97.9%		96.3%		95.2%		92.2%		96.5%		101.8%		96.3%								97%		110%		106%

				Sales per guest  - Average soend per head		106.7%		100.9%		100.7%		102.6%		104.4%		105.8%		105.7%		103.7%		101.5%		101.9%		105.8%		103.5%		103.7%		102.9%		103.5%		105.8%		103.8%		102.9%		96.5%		97.7%		99.1%		102.8%		102.2%		100.2%		102.9%		100.2%		100.9%		97.7%		89.8%		99.1%		103.7%		101.9%		99.9%				客数 キャクスウ		101.8%		103.0%		100.8%		97.6%		91.0%		95.2%		99.8%		97.5%		93.0%		93.9%		99.6%		96.1%								99%		123%		107%

																																				0%		1.30%		-1.42%		1.31%		2.16%		-3.53%		2.12%		1.36%		-1.32%						-2.1%		0.3%		-2.8%		-1.8%		1.7%		-1.2%		0.6%				客単価 キャクタンカ		106.7%		100.9%		103.5%		105.8%		103.8%		102.9%		96.5%		97.7%		99.1%		102.8%		102.2%		100.2%								98%		90%		99%

																																		売上 ウリアゲ																				97.6%		96.8%		97.4%		97.0%		107.3%		103.9%		104.7%		105.0%		111.9%

																																補正後 ホセイ ゴ		客数 キャクスウ		97.6%		92.3%		93.8%		101.1%		99.7%		89.5%		96.0%		101.0%		94.8%		94.9%		96.6%		96.6%		99.3%		119.8%		104.8%		101.0%		102.9%		112.1%

																																		客単価 キャクタンカ		105.8%		103.8%		102.9%		96.5%		97.7%		99.1%		102.8%		102.2%		100.2%		102.9%		100.2%		100.9%		97.7%		89.8%		99.1%		103.7%		101.9%		99.9%

				Net Sales																																																																						Net Sales

				# of guests - Head count																																																																						# of guests - Head count

				Sales per guest  - Average soend per head																																																																						Sales per guest  - Average soend per head



				売上 ウリアゲ																																																																						売上 ウリアゲ

				客数 キャクスウ																																																																						客数 キャクスウ

				客単価 キャクタンカ																																																																						客単価 キャクタンカ



																																		CM		110.0%		110.4%		79.4%		125.7%		73.0%		93.0%



				売上 ウリアゲ																																																																						売上 ウリアゲ

				客数 キャクスウ																																																																						客数 キャクスウ

				客単価 キャクタンカ																																																																						客単価 キャクタンカ



																																				0.9229357851
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Sheet1

				FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018.2Q

				8,084,319		8,375,678		8,820,127		9,151,859		9,515,486		9,393,999

				8,084		8,376		8,820		9,152		9,515		9,394

												117.7%		112.2%

												1,431

				2013.04-2014.03		2014.04-2015.03		2015.04-2016.03		2016.04-2017.03		2017.04-2018.03		2018.04-2019.03

				2014年
3月期 ネン ガツキ		2015年
3月期 ネン ガツキ		2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		2019年
3月期3Q ネン ガツキ

				8,084,319		8,375,678		8,821,908		9,153,590		9,517,802		9290333.95227737

				8,084		8,376		8,822		9,154		9,518		9,290

												117.7%		114.9%

												1,433,483		1,206,015

				FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018.2Q

				2014年
3月期 ネン ガツキ		2015年
3月期 ネン ガツキ		2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		2019年
3月期3Q ネン ガツキ



2014年	
3月期	2015年	
3月期	2016年	
3月期	2017年	
3月期	2018年	
3月期	2019年	
3月期3Q	8084.3188461100035	8375.6776849462367	8821.9075525010794	9153.5900605864608	9517.8017006252685	9290.3339522773695	

IFRS16

				大きな変更点は、これまでのファイナンス・リースとオペレーティング・リースという分類がなくなり、あらゆるリースが資産計上されることだ。その結果、莫大な金額のリースが企業会計上に表面化することとなる。さらに、損益計算書上では、ほとんどのオペレーティング・リースの初期の影響が大きくなる。つまり、リースの初期費用が上がる。



				2019年の新基準適用以降、上場企業は2017年と18年の財務諸表にさかのぼって新基準適用を求められることとなる。非上場企業に関しても、同様に2018年と19年にさかのぼって適用となる。

				BS												ＰＬ

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				資産 シサン		○						○●				売上 ウリアゲ

				負債 フサイ		○						○●				販管費 ハ				●

																ＥＢＩＴＤＡ

				簿外 ボガイ				●								減価償却 ゲンカ ショウキャク		○						○●

																営業利益 エイギョウ リエキ

																財務費用 ザイム ヒヨウ		○						○●

																税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ





Sheet2

																								（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS（2019/4/1）※												ＰＬ(2019/4/1～2020/3/31)※

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								84,530				売上 ウリアゲ

				リース資産 シサン		5,658										販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン				15,443

				リース負債 フサイ		3,536						82,407				ＥＢＩＴＤＡ

																減価償却 ゲンカ ショウキャク		○						14,584

				簿外 ボガイ				●								営業利益 エイギョウ リエキ

																財務費用 ザイム ヒヨウ		○						498

																税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ



				BS（新規計上額）※ シンキ ケイジョウ ガク

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								78,872

				リース資産 シサン		○

				リース負債 フサイ		○						78,872



				簿外 ボガイ				●

				※IFRS16影響額に関しましては、将来期間の為替レートが不明、減損が未確定、社宅データが最新のものではないなど、

				数値の変動要素はありますので、その点はご留意ください。





Sheet3

																								（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS（2019/4/1）												ＰＬ(2019/4/1～2020/3/31)

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								84,530				売上 ウリアゲ

				リース資産 シサン		5,658										販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン				15,443

				リース負債 フサイ		3,536						82,407				ＥＢＩＴＤＡ

																減価償却 ゲンカ ショウキャク								14,584

				BS（新規計上額） シンキ ケイジョウ ガク												営業利益 エイギョウ リエキ

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン				財務費用 ザイム ヒヨウ								498

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース				税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ

				使用権資産 シヨウケン シサン								78,872

				リース資産 シサン

				リース負債 フサイ								78,872

				※IFRS16影響額に関しましては、将来期間の為替レートが不明、減損が未確定、社宅データが最新のものではないなど、

				数値の変動要素はありますので、その点はご留意ください。





Sheet6

																				（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS期首影響額 キシュ エイキョウガク										ＰＬ影響額(2019/4/1～2019/6/30) エイキョウガク

						旧会計基準(2019/3/31現在) キュウ カイケイ キジュン ゲンザイ		新基準により
追加的に認識(2019/4/1現在) シン キジュン ツイカテキ ニンシキ ゲンザイ		合計 ゴウケイ						旧会計基準 キュウ		IFRS16
影響額 エイキョウガク		新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース

				使用権資産 シヨウケン シサン				78,094		78,094				売上 ウリアゲ		39,212		0		39,212

				有形リース資産(期末帳簿価額) ユウケイ シサン キマツ チョウボ カガク		2,364				2,364				販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン		4,555		-3,735		819

				リース負債 フサイ		3,536		79,928		83,464				ＥＢＩＴＤＡ		3,653		3,624		7,277

				利益剰余金の減少(税効果会計等考慮後) リエキ ジョウヨキン ゲンショウ ゼイ コウカ カイケイ トウ コウリョ ゴ				880		880				減価償却 ゲンカ ショウキャク		1,126		3,624		4,751

														営業利益 エイギョウ リエキ		1,940		111		2,051

														金融費用 キンユウ ヒヨウ		345		124		469

														税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ		1,382		-13		1,369
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3月	2022年	
3月	2026年	
3月	145190	166116	192054	218455	350000	2019年	
3月	2020年	
3月	2021年	
3月	20	22年	
3月	2026年	
3月	0	39203.375999999989	52238.687999999995	67284.140000000014	150000	
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				現状 ゲンジョウ												修正案 シュウセイ アン

						店舗数 テンポ スウ		売上（億円） ウリアゲ オク エン		売上（億円）
/店 ウリアゲ オク エン テン		月商（万円）
/店 ゲツ ショウ マン エン テン						店舗数 テンポ スウ		売上（億円） ウリアゲ オク エン		売上（億円）
/店 ウリアゲ オク エン テン		月商（万円）
/店 ゲツ ショウ マン エン テン

				北米 ホクベイ		1,000		1,000		1.0		833				北米 ホクベイ		1,000		1,000		1.0		833

				中南米 チュウナンベイ		200		100		0.5		417				中南米 チュウナンベイ		200		150		0.8		625

				欧州(+中東） オウシュウ チュウトウ		500		50		0.1		83		⇒		欧州(+中東） オウシュウ チュウトウ		500		350		0.7		583

				アジア		2,300		1,350		0.6		489				アジア		2,000		1,250		0.6		521

				日本 ニホン		2,000		2,500		1.3		1,042				日本 ニホン		2,000		2,000		1.0		833

																　TDJ以外 イガイ		300		250		0.8		694

						6,000		5,000		0.8		694						6,000		5,000		0.8		694
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事業利益 計画比
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事業利益 計画比
単位：百万円

アジア地域 ＋708

ずんどう屋 +76、晩杯屋 +27、SONOKO +134

計画 丸亀製麺
セグメント

実績とん一
セグメント

カフェ
セグメント

海外
セグメント

国内
既存・新業態

国内
子会社

その他



事業利益 前年同期比
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事業利益 前年同期比
単位：百万円アジア地域 ＋411、WOK直営撤退 +91

ずんどう屋 +225、晩杯屋 +197、SONOKO +201

人件費、外部委託費等の増加による

2018.09

4,393

5,840

丸亀製麺
セグメント

2019.09とん一
セグメント

カフェ
セグメント

海外
セグメント

国内
既存・新業態

国内
子会社

その他



1,103 36 16 1,123

内、丸亀製麺 817 11 4 824

海外 575 61 34 602

1,678 97 50 1,725

2019年
9月末

国内

退店出店

合 計

2019年
3月末

出退店の状況（国内外）

97店舗（純増47）を出店し、グループ1,725店舗体制へ

（国内）
丸亀製麺（11店舗）、コナズ珈琲（4店舗）、天ぷらまきの（5店舗）
ずんどう屋（3店舗）等を計36店舗出店

（海外）
WOK TO WALK（11店舗）、雲南ヌードル（6店舗）
インドネシア（7店舗）、Poke （11店舗）等を計61店舗出店

6

※詳細については、補足資料をご参照


1Q



				連結PL (IFRS) レンケツ

						第2四半期 ダイ シハンキ						計画 ケイカク								前年同期 マエ ネン ドウキ キ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネンヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		77,748		100.0%		0.0%						ERROR:#DIV/0!

				事業利益 ジギョウ リエキ				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		3,651		4.7%		0.0%						ERROR:#DIV/0!

				EBITDA				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		13,793		17.7%		0.0%						ERROR:#DIV/0!

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		14,093		18.1%		0.0%						ERROR:#DIV/0!

				営業利益 エイギョウ リエキ				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		3,359		4.3%		0.0%						ERROR:#DIV/0!

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		3,073		4.0%		0.0%						ERROR:#DIV/0!

				四半期利益 シハンキ リエキ				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2,009		2.6%		0.0%						ERROR:#DIV/0!				←値張り注意 アタイ バ チュウイ

				親会社の所有者に帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウ キ リエキ				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		1,948		2.5%		0.0%						ERROR:#DIV/0!



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		0		100.0%		ERROR:#DIV/0!		47,039		100.0%		0.0%				0		100.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		6,650		14.1%		0.0%				0		ERROR:#DIV/0!				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		0		100.0%		ERROR:#DIV/0!		16,397		100.0%		0.0%				0		100.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		1,889		11.5%		0.0%				0		ERROR:#DIV/0!				←　自動リンク ジドウ







				Consolidated PL (IFRS)																												Planned（計画した・された）　

						2Q FY 2019 						2Q FY 2019 (forecast) 								Previous period												一語だけでは違和感がありますがいかがでしょうか

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 				Amount		% to Revenue

				Revenue		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		77,748		100.0%		0.0%				0		ERROR:#DIV/0!										上期計画　H1 2018 (forecast) 

				Contribution margin		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		3,651		5%		0.0%				0		ERROR:#DIV/0!

				EBITDA		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		13,793		18%		0.0%				0		ERROR:#DIV/0!

				Adjusted EBITDA		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		14,093		18.1%		0.0%				0		ERROR:#DIV/0!										売上費　% to Sales 

				Operating profit		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		3,359		4.3%		0.0%				0		ERROR:#DIV/0!

				Profit before tax		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		3,073		4.0%		0.0%				0		ERROR:#DIV/0!										計画比 % to Plan 

				Profit for the year		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2,009		2.6%		0.0%				0		ERROR:#DIV/0!

				Profit for the year attributable to owners of the parents		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		1,948		2.5%		0.0%				0		ERROR:#DIV/0!										前年比 YoY



				Marugameseimen segment																												英語では、表記の統一が重要になります。

				Revenue		0		100%		ERROR:#DIV/0!		47,039		100%		0.0%				0		100%										Pnanned(FY2018 2Q)

				Operating profit of Marugameseimen segment		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		6,650		14.1%		0.0%				0		ERROR:#DIV/0!										 (2Q 2018) と期が前に来ます。

				Overseas segment																												カッコの前後には半角スペースが必要です。

				Revenue		0		100.0%		ERROR:#DIV/0!		16,397		100.0%		0.0%				0		100.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		1,889		11.5%		0.0%				0		ERROR:#DIV/0!





















4Q1



				連結PL (IFRS) レンケツ

						当期 トウキ										計画 ケイカク								前期 ゼンキ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		進捗率 シンチョク リツ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネンヒ				※値張りがあるので、計算式をチェック アタイ バ ケイサン シキ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		116,504		100.0%		49,660		100.0%		114.5%		112,233		100.0%		103.8%				101,779		100.0%		114.5%

				EBITDA		11,745		10.1%		-		-		-		-		-		-				12,167		12.0%		96.5%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		12,362		10.6%		-		-		96%		14,057		12.5%		87.9%				12,934		12.7%		95.6%

				営業利益 エイギョウ リエキ		7,635		6.6%		4,490		9.0%		88.6%		8,851		7.9%		86.3%				8,619		8.5%		88.6%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		7,175		6.2%		4,380		8.8%		84.8%		8,993		8.0%		79.8%				8,466		8.3%		84.8%

				当期利益 トウキ リエキ		4,663		4.0%		2,800		5.6%		83.5%		5,968		5.3%		78.1%				5,585		5.5%		83.5%				78.1%		※値張り アタイ バ

				親会社の所有者に帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウ キ リエキ		4,665		4.0%		2,810		5.7%		82.8%		5,970		5.3%		78.1%				5,631		5.5%		82.8%				78.1%		※値張り アタイ バ



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		0		100.0%		49,660		100.0%		0.0%		89,306		100.0%		0.0%				85,598		100.0%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		0		0.0%		-		-		-		14,913		-		-				13,674		13.4%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		0		100.0%		49,660		100.0%		0.0%		6,876		100.0%		0.0%				5,826		100.0%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		0		0.0%		-		-		-		366		-		-				363		0.4%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

										　







				Consolidated PL (IFRS)

						FY 2017										FY 2017 Plan								Previous period

						Amount		Ratio to
Revenue		Planned		Ratio to
Revenue		Ratio to
Plannede		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Planned				Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		116,504		100.0%		49,660		100.0%		114.5%		112,233		100.0%		103.8%		0		101,779		100.0%		114.5%

				EBITDA		11,745		10.1%		-		-		-		-		-		-		0		12,167		12.0%		96.5%

				Adjusted EBITDA		12,362		10.6%		-		-		96%		14,057		12.5%		87.9%		0		12,934		12.7%		95.6%

				Operating profit		7,635		6.6%		4,490		9.0%		88.6%		8,851		7.9%		86.3%		0		8,619		8.5%		88.6%

				Profit before tax		7,175		6.2%		4,380		8.8%		84.8%		8,993		8.0%		79.8%		0		8,466		8.3%		84.8%

				Profit for the year		4,663		4.0%		2,800		5.6%		83.5%		5,968		5.3%		78.1%		0		5,585		5.5%		83.5%

				Profit for the year attributable to owners of the parents		4,665		4.0%		2,810		5.7%		82.8%		5,970		5.3%		78.1%		0		5,631		5.5%		82.8%

				Marugameseimen segment

				Revenue		0		100.0%		49,660		100.0%		0.0%		89,306		100.0%		0.0%		0		85,598		100.0%		0.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		0		0.0%		-		-		-		14,913		-		-		0		13,674		13.4%		0.0%

				Overseas segment

				Revenue		0		100.0%		49,660		100.0%		0.0%		6,876		100.0%		0.0%		0		5,826		100.0%		0.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		0		0.0%		-		-		-		366		-		-		0		363		0.4%		0.0%





4Q



				連結PL (IFRS) レンケツ

						当期 トウキ						計画 ケイカク								前期 マエ ドウキ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		145,022		100.0%		124.5%		144,673		100.0%		100.2%				116,504		100.0%		124.5%

				EBITDA		8,671		6.0%		73.8%		-		-		-				11,745		10.1%		73.8%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		12,402		8.6%		100.3%		-		-		-				12,362		10.6%		100.3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		2,302		1.6%		30.2%		4,710		3.3%		48.9%				7,635		6.6%		30.2%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		1,337		0.9%		18.6%		4,219		2.9%		31.7%				7,175		6.2%		18.6%

				当期利益 トウキ リエキ		221		0.2%		4.7%		3,017		2.1%		7.3%				4,663		4.0%		4.7%				←値張り注意 アタイ バ チュウイ

				親会社の所有者に帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウ キ リエキ		267		0.2%		5.7%		3,105		2.1%		8.6%				4,665		4.0%		5.7%



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		0		100.0%		ERROR:#DIV/0!		47,039		100.0%		0.0%				0		100.0%		ERROR:#DIV/0!				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		6,650		14.1%		0.0%				0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		0		100.0%		ERROR:#DIV/0!		16,397		100.0%		0.0%				0		100.0%		ERROR:#DIV/0!				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		1,889		11.5%		0.0%				0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				←　自動リンク ジドウ







				Consolidated PL (IFRS)																														Planned（計画した・された）　

						FY 2019 						Full -year forecast								FY 2018														一語だけでは違和感がありますがいかがでしょうか

						Millions of yen		Ratio to revenue		YoY change		Millions of yen		Ratio to revenue		Ratio to budget				Millions of yen		Ratio to revenue		YoY change

				Revenue		145,022		100.0%		124.5%		144,673		100.0%		100.2%				116,504		100.0%		124.5%										上期計画　H1 2018 (forecast) 

				EBITDA		8,671		6.0%		73.8%		-		-		-				11,745		10.1%		73.8%

				Adjusted EBITDA		12,402		8.6%		100.3%		-		-		-				12,362		10.6%		100.3%										売上費　% to Sales 

				Operating profit		2,302		1.6%		30.2%		4,710		3.3%		48.9%				7,635		6.6%		30.2%

				Profit before tax		1,337		0.9%		18.6%		4,219		2.9%		31.7%				7,175		6.2%		18.6%										計画比 % to Plan 

				Profit for the year		221		0.2%		4.7%		3,017		2.1%		7.3%				4,663		4.0%		4.7%

				Profit for the year attributable to owners of the parents		267		0.2%		5.7%		3,105		2.1%		8.6%				4,665		4.0%		5.7%										前年比 YoY



				Marugameseimen segment																														英語では、表記の統一が重要になります。

				Revenue		0		100%		ERROR:#DIV/0!		47,039		100%		0.0%				0		100%		ERROR:#DIV/0!										Pnanned(FY2018 2Q)

				Operating profit of Marugameseimen segment		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		6,650		14.1%		0.0%				0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!										 (2Q 2018) と期が前に来ます。

				Overseas segment																														カッコの前後には半角スペースが必要です。

				Revenue		0		100.0%		ERROR:#DIV/0!		16,397		100.0%		0.0%				0		100.0%		ERROR:#DIV/0!

				Operating profit of Marugameseimen segment		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		1,889		11.5%		0.0%				0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!





















丸亀PL



				※項目　丸亀製麺を更新すれば他のセグメントもリンク コウモク マ コウシン タ																																																				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期 ダイ シハンキ						計画 ケイカク										前年同期 ゼンネン ドウキ																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキ ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキ ヒ																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ				100.0%		ERROR:#DIV/0!		47,039		100.0%		0.0%		0.0%						100.0%		ERROR:#DIV/0!																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		6,650		14.1%		0.0%		0.0%						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0																												税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Marugameseimen segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		0		100%		ERROR:#DIV/0!		47,039		100%		0.0%		0.0%				0		100%		ERROR:#DIV/0!										19,324		-		0.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		6,650		14.1%		0.0%		0.0%				0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!										14,576		75.4%		0.0%























とん一PL



																																																								その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				豚屋とん一セグメントPL  ブタ ヤ イチ																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期						計画										前年同期																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ				100.0%		ERROR:#DIV/0!		1,940		100.0%		0.0%		0.0%						100.0%		ERROR:#DIV/0!																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ				ERROR:#DIV/0!		-		29		1.5%		0.0%		-						-		ERROR:#DIV/0!		0																												税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Butaya tonichi segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		0		100.0%		ERROR:#DIV/0!		1,940		100.0%		0.0%		0.0%				0		100.0%		ERROR:#DIV/0!										19,324		-		0.0%

				Operating profit of Butaya tonichi segment		0		ERROR:#DIV/0!		-		29		1.5%		0		-				0		-		ERROR:#DIV/0!										14,576		75.4%		0.0%























カフェPL



																																																								その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				カフェセグメントPL 																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期						計画										前年同期																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ				100.0%		ERROR:#DIV/0!		2,278		100.0%		0.0%		0.0%						100.0%		ERROR:#DIV/0!																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ				ERROR:#DIV/0!		-		94		4.1%		0.0%		-						-		ERROR:#DIV/0!		0																												税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Butaya tonichi segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		0		100.0%		ERROR:#DIV/0!		2,278		100.0%		0.0%		0.0%				0		100.0%		ERROR:#DIV/0!										19,324		-		0.0%

				Operating profit of Butaya tonichi segment		0		ERROR:#DIV/0!		-		94		4.1%		0		-				0		-		ERROR:#DIV/0!										14,576		75.4%		0.0%























海外ＰＬ

				海外事業セグメントＰＬ カイガイ ジギョウ

						第2四半期						計画										前年同期

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ				100.0%		ERROR:#DIV/0!		16,397		100.0%		0.0%		0.0%						100.0%		ERROR:#DIV/0!

				セグメント利益 リエキ				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		1,889		11.5%		0.0%		0.0%						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0







				Overseas segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		0		100.0%		ERROR:#DIV/0!		16,397		100.0%		0.0%		0.0%				0		100.0%		ERROR:#DIV/0!

				Operating profit of Overseas segment		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		1,889		11.5%		0.0%		0.0%				0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

















店舗数



								2019年
3月末 ネン ガツ マツ		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								出店		退店		2019年
9月末 ネン ガツ マツ

										1Q		2Q		3Q		4Q

				国内 コクナイ				1,103		7		0		-2		-4		36		16		1,123

						内、丸亀製麺 ウチ		817		7				-2		-4		11		4		824

				海外 カイガイ				575		-1				1		1		61		34		602

				合 計 ゴウ ケイ				1,678		6		0		-1		-3		97		50		1,725





								2019
Mar		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								Open		Close		2019
June

										1Q		2Q		3Q		4Q

				Domestic				1,103		7		0		(2)		(4)		36		16		1,123

						Marugame Seimen		817		7		0		(2)		(4)		11		4		824

				Overseas				575		(1)		0		1		1		61		34		602

				Total				1,678		6		0		(1)		(3)		97		50		1,725



















国内店舗数

				国内 コクナイ

				運営業態 ウンエイ ギョウタイ						2019年
3月末 ネン ガツ マツ		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								累計 ルイケイ				2019年
9月末 ネン ガツ マツ

												1Q		2Q		3Q		4Q		出店 シュッテン		退店 タイ テン

				丸亀製麺（うどん） マルガメ セイメン						817		5		1		2		-3		11		4		824

						RS				637		7				-2		-4		4		3		638

						SC				180		-2		1		4		1		7		1		186

				とりどーる（焼き鳥） ヤ トリ						15		-1		-1						0		2		13

				豚屋とん一等（豚カツ・トンテキ） ブタ ヤ イチ トウ トン						53										1		0		54

				丸醤屋（ラーメン） マル ジャン ヤ						11								-1		0		1		10

				長田本庄軒（焼きそば） ナ ヤ						10										2		0		12

				コナズ珈琲等（カフェ） コーヒー トウ						29										4		0		33

				天ぷらまきの（天ぷら定食） テン テン テイショク						11										5		0		16

				晩杯屋（立ち飲み） ※1 バン ハイ ヤ タ ノ						49										0		4		45

				ずんどう屋（ラーメン） ヤ						45										3		0		48

				その他 タ						63		-1				1		1		10		5		68				出店 シュッテン		ヤマキ 7、鳥八代 １、いぶき １、福はうち １ トリ ハチダイ フク

				合 計 ゴウ ケイ						1,103		3		0		3		-3		36		16		1,123				退店 タイテン		Collective 2、麺屋どおり １、ヤマキ ２、 メン ヤ









				Domestic

				Brands						Mar
2019		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								During period				Sep
2019								Roadside locations "roadside"は一語です。

												1Q		2Q		3Q		4Q		Open		Close

				Marugame Seimen (Udon)						817		5		1		2		-3		11		4		824								Mall locations/Shopping center locaitons

						Roadside locations				637		7		0		-2		-4		4		3		638

						Shopping center locaitons				180		-2		1		4		1		7		1		186								ショッピングセンターは固有名詞ではないので

				Toridoll (Yakitori)						15		-1		-1		0		0		0		2		13								最初だけ大文字です。

				Butaya Tonichi （Tonkatsu,tonteki）						53		0		0		0		0		1		0		54								とんいちの表記の揺らぎを統一する必要があります

				Marushoya (Ramen)						11		0		0		0		-1		0		1		10

				Nagatahonjoken (Yakisoba)						10		0		0		0		0		2		0		12

				Kona's CoffeeRoasted（Cafe）						29		0		0		0		0		4		0		33

				Makino（Tenpura）						11		0		0		0		0		5		0		16

				Banpaiya (Standing Bar)						49		0		0		0		0		0		4		45

				Zundoya (Ramen)						45		0		0		0		0		3		0		48

				Others						63		-1		0		1		1		10		5		68

				Total						1,103		3		0		3		-3		36		16		1,123























海外店舗数

						海外 カイガイ

						業態 ギョウタイ		運営形態 ウンエイ ケイタイ		持分
比率 モチブン ヒリツ		エリア		直営 チョクエイ								FC								総合計 ソウ ゴウケイ

														2019年 ネン		通期累計 ツウキ ルイ ケイ				2019年 ネン		2019年 ネン		通期累計 ツウキ ルイ ケイ				2019年 ネン

														3月末 ガツ マツ		出店 シュッテン		退店 シリゾ ミセ		9月末 ガツ マツ		3月末 ガツ マツ		出店 シュッテン		退店 シリゾ ミセ		9月末 ガツ マツ

						丸亀製麺 マルガメ セイメン		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		6		2		0		8		0		0		0		0		8

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		韓国 カンコク		6		0		-1		5		4		0		0		4		9

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		90%		台湾 タイワン		30		1		0		31		0		0		0		0		31

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		65%		カンボジア		2		0		-1		1		0		2		0		2		3

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		タイ		19		0		0		19		0		0		0		0		19

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		37%		中国 チュウゴク		76		9		-10		75		5		0		0		5		80		(丸亀製麺等） マルガメ セイメン トウ

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		33%		シンガポール		3		0		0		3		0		0		0		0		3

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		インドネシア		0		0		0		0		51		7		-1		57		57

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		ベトナム		0		0		0		0		10		0		0		10		10

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		オーストラリア		0		0		0		0		2		2		0		4		4

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		フィリピン		0		0		0		0		4		3		0		7		7

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		ロシア		0		0		0		0		6		1		0		7		7		⇒　次回より「ロイヤリティ収入」に変更 ジカイ シュウニュウ ヘンコウ

						譚仔雲南米線		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		中国(香港） チュウゴク ホンコン		53		2		0		55		0		0		0		0		55

						譚仔三哥米線		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		中国(香港） チュウゴク		54		4		0		58		0		0		0		0		58

						MONSTER CURRY		連結子会社 レンケツ コガイシャ		70%		シンガポール		13		0		0		13		0		0		0		0		13

						Wok to Walk		連結子会社 レンケツ コガイシャ		60%		欧州等 オウシュウ トウ		2		0		-2		0		101		11		-6		106		106		←将来的にはエリア別記載とChill Chillの分離を検討 ショウライテキ ベツ キサイ ブンリ ケントウ

						Boat Noodle等 トウ		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		49%		マレーシア等 トウ		65		3		-10		58		6		3		0		9		67		←ＦＣ：インドネシア、ブルネイ、シンガポール

						Boat Noodle		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		ミャンマー		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Shoryu（昇龍） ショウリュウ		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		39%		イギリス		11		0		0		11		0		0		0		0		11

						Poke		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		アメリカ等 トウ		32		0		-1		31		7		11		0		18		49

						とん一 イチ		連結子会社 レンケツ コガイシャ		90%		台湾 タイワン		4		0		-2		2		0		0		0		0		2

						Tokyo Table		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		1		0		0		1		0		0		0		0		1		←Saly Papa含む フク

						Crackin' Kitchen等 トウ		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						合　計 ア ケイ								379		21		-27		373		196		40		-7		229		602



						Overseas

						Brands		Units		Shareholding ratio		Area		 Own stores								FC								Total										3Q FY2017

														2019		FY2019				2019		2019		FY2019				2019												Open　Openings

														Mar		Openings		Closures		Sep		Mar		Openings		Closures		Sep												Close　Closures

						Marugame Seimen		Subsidiaries		100%		USA		6		2		0		8		0		0		0		0		8										Direct operation → Own stores

								Subsidiaries		100%		Korea		6		0		-1		5		4		0		0		4		9										Investment ratio → Shareholding ratio

								Subsidiaries		90%		Taiwan		30		1		0		31		0		0		0		0		31										Operation form → Units

								Subsidiaries		65%		Cambodia		2		0		-1		1		0		2		0		2		3										JVs → Joint ventures

								JVs		40%		Thailand		19		0		0		19		0		0		0		0		19

								JVs		37%		China		76		9		-10		75		5		0		0		5		80		(丸亀製麺等） マルガメ セイメン トウ								Zundouya は海外では　Zund　でしょうか

								JVs		33%		Singapore		3		0		0		3		0		0		0		0		3										また雲南ヌードルの社名も英語にしてください

								FCs		-		Indonesia		0		0		0		0		51		7		-1		57		57										Tam Jai Yunnan Mixian  

								FCs		-		Vietnam		0		0		0		0		10		0		0		10		10										Tam Jai Sam Gor Mixian

								FCs		-		Australia		0		0		0		0		2		2		0		4		4

								FCs		-		Philippines		0		0		0		0		4		3		0		7		7

								FCs		-		Russia		0		0		0		0		6		1		0		7		7										FCS → Franchise stores

						Tam Jai Yunnan Mixian  		Subsidiaries		100%		China		53		2		0		55		0		0		0		0		55

						Tam Jai Sam Gor Mixian		Subsidiaries		100%		China		54		4		0		58		0		0		0		0		58

						MONSTER CURRY		Subsidiaries		70%		Singapore		13		0		0		13		0		0		0		0		13

						Wok to Walk		Subsidiaries		60%		Europe, etc		2		0		-2		0		101		11		-6		106		106

						Boat Noodle, etc		JVs		49%		Malaysia, etc		65		3		-10		58		6		3		0		9		67		←将来的にはエリア別記載とChill Chillの分離を検討 ショウライテキ ベツ キサイ ブンリ ケントウ

						Boat Noodle		JVs		40%		Myanmar		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Shoryu		JVs		39%		UK		11		0		0		11		0		0		0		0		11

						Poke		JVs				USA, etc		32		0		-1		31		7		11		0		18		49

						Ton-ichi		Subsidiaries		90%		Taiwan		4		0		-2		2		0		0		0		0		2

						Tokyo Table		Subsidiaries		100%		USA		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Crackin' Kitchen		Subsidiaries		100%		USA		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Total								379		21		-27		373		196		40		-7		229		602







販管費

						↓　値張り アタイ バ																				Dec
2016		Increase of COGS ratio		Increase of labor cost ratio		Decrease of utitily cost ratio		Increase of Advertising cost ratio		Decrease of other cost ratio		Dec
2017						Outsourced expenses cost ratio

				IFRS																				A		0.0%		6.1%		5.2%		5.2%		5.37%		5.373%		0.0%						4.68%

						当期 トウ キ		前期 ゼン キ		当期 トウ キ		前期 ゼン キ												B		6.6%		0.5%		1.0%		0.3%		0.1%		0.1%		5.5%						0.7%

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		84,611,870,484		76,410,732,534		100.0%		100.0%								6.63%								7.1%		6.2%		5.5%		5.60%		5.47%								6.29%

				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		22,114,638,095		19,597,952,094		26.1%		25.6%		0.49%		0.5%				0.49%																		-0.003%

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		62,497,232,389		56,812,780,440		73.9%		74.4%		-0.49%		-0.5%				0.95%						12.63%												11.38%

				人件費 ジンケンヒ		25,998,829,075		22,750,669,742		30.7%		29.8%		0.95%		1.0%				-0.30%

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		5,600,694,221		5,285,510,882		6.6%		6.9%		-0.30%		-0.3%				0.11%

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		3,008,620,794		2,630,257,849		3.6%		3.4%		0.11%		0.2%				0.30%

				外部委託費 ガイブ イタク ヒ		1,204,491,635		556,939,561		1.4%		0.7%		0.69%		0.9%

				減価償却 ゲンカ ショウキャク		2,822,536,290		2,630,600,253		3.3%		3.4%		-0.11%		0.1%

				非経常的費用項目 ヒ ケイジョウ テキ ヒヨウ コウモク						0.0%		0.0%		0.00%		0.0%

				その他経費 タ ケイヒ		20,280,276,639		18,621,209,302		24.0%		24.4%		-0.40%		-0.4%

				販管費合計 ハンカンヒ ゴウケイ		56,092,912,364		49,844,587,336		66.3%		65.2%		1.06%		1.1%

				減損損失 ゲンソン ソンシツ		197,019,359		174,192,361		0.2%		0.2%		0.00%		0.0%

				その他の営業収益		209,974,802		373,096,998		0.2%		0.5%		-0.24%		-0.2%

				その他の営業費用		290,358,876		182,532,680		0.3%		0.2%		0.10%		0.1%

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,126,916,592		6,984,565,061		7.2%		9.1%		-1.90%		-1.9%

				金融収益		214,537,303		158,888,535		0.3%		0.2%		0.05%		0.0%

				金融費用		204,615,613		209,755,449		0.2%		0.3%		-0.03%		-0.0%

				持分法による投資損益		(45,923,735)		32,780,539		-0.1%		0.0%		-0.10%		-0.1%

				税引前利益-IFRS		6,090,914,547		6,966,478,686		7.2%		9.1%		-1.92%		-1.9%



				EBITDA		9,029,836,956		9,424,600,996		10.7%		12.3%		-1.66%		-1.7%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		9,625,721,108		9,650,528,423		11.4%		12.6%		-1.25%		0.1%





				※アウトラインの資料は＋－がややこしいので、アウトラインと違う資料をもらうこと！ シリョウ チガ シリョウ



						当期 トウ キ				前期 ゼン キ

				売上収益-IFRS		84,611,870,484				76,410,732,534

				売上原価-IFRS		22,114,638,095		26.1%		19,597,952,094		25.6%		0.5%

				売上総利益-IFRS		62,497,232,389		73.9%		56,812,780,440		74.4%		-0.5%

				役員報酬		108,250,002		0.1%		96,300,000		0.1%		0.0%

				従業員給与手当		4,251,910,385		5.0%		3,264,218,911		4.3%		0.8%

				従業員賞与		294,363,696		0.3%		347,556,450		0.5%		-0.1%

				従業員賞与引当金繰入額		263,711,252		0.3%		178,669,616		0.2%		0.1%

				アルバイト料		18,107,580,347		21.4%		16,321,483,339		21.4%		0.0%

				法定福利費		1,892,859,523		2.2%		1,521,885,102		2.0%		0.2%

				厚生費		273,222,179		0.3%		236,219,611		0.3%		0.0%

				退職給付費用		149,941,697		0.2%		133,743,809		0.2%		0.0%

				研修費		91,559,816		0.1%		53,362,661		0.1%		0.0%

				株式報酬費用		54,682,240		0.1%		61,835,720		0.1%		-0.0%

						25,998,829,075		30.7%		22,750,669,742		29.8%		1.0%

				減価償却費(販管)		2,822,536,290		3.3%		2,630,600,253		3.4%		-0.11%

				地代家賃		8,669,876,965		10.2%		7,984,604,610		10.4%		-0.20%

				電気料金		3,114,409,866		3.7%		2,811,307,132		3.7%		0.00%

				ガス料金		604,463,439		0.7%		521,485,071		0.7%		0.03%

				水道料金		1,861,837,616		2.2%		1,932,147,803		2.5%		-0.3%

						5,600,694,221		6.6%		5,285,510,882		6.9%		-0.3%

				備品消耗品費		1,536,121,739		1.8%		1,423,941,890		1.9%		-0.0%

				厨房備品食器費		616,137,407		0.7%		622,442,100		0.8%		-0.1%

				炭代		19,983,300		0.0%		20,570,876		0.0%		-0.0%

				被服費		310,825,129		0.4%		273,273,775		0.4%		0.0%

				開店時経費		250,779,337		0.3%		163,398,764		0.2%		0.1%

				定期メンテナンス費		476,580,650		0.6%		390,988,628		0.5%		0.1%

				保守点検料		2,054,919		0.0%		354,650		0.0%		0.0%

				警備料		595,671,384		0.7%		551,618,341		0.7%		-0.0%

				求人広告費		510,747,938		0.6%		535,394,523		0.7%		-0.1%

				支払手数料		657,366,431		0.8%		473,775,940		0.6%		0.2%

				荷造費		1,896		0.0%				0.0%		0.0%

				運搬費		964,386		0.0%				0.0%		0.0%

				リース・賃借料		26,867,764		0.0%		13,271,124		0.0%		0.0%

				外部委託費		1,204,491,635		1.4%		556,939,561		0.7%		0.7%												Dec
2016		Increase of COGS ratio		Increase of labor cost ratio		Decrease of utitily cost ratio		Increase of Advertising cost ratio		Decrease of other cost ratio		Dec
2017

				寄付金		15,017,016		0.0%		6,152,671		0.0%		0.0%												0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.00%		0.000%		0.0%

				衛生管理費		692,339,799		0.8%		609,215,331		0.8%		0.0%

				塵芥料		530,476,058		0.6%		504,529,603		0.7%		-0.0%												H29.3期
3Q キ		売上
原価率
の増加 ウリアゲ ゲンカ リツ ゾウカ		人件費率
の増加 ジンケンヒ リツ ゾウカ		水道
光熱費率
の減少 スイドウ コウネツヒ リツ ゲンショウ		広告宣伝費率
の増加 コウコク センデンヒ リツ ゾウカ		その他
経費率
の増加 タ ケイヒ リツ ゾウカ		H30.3期
3Q キ						外部委託費
の増加 ガイブ イタク ヒ ゾウカ

				お客様対応費		14,658,964		0.0%		13,904,231		0.0%		-0.0%

				商品開発費		48,854,784		0.1%		28,088,380		0.0%		0.0%

				業態開発費		7,795,434		0.0%		9,889,498		0.0%		-0.0%

				広告宣伝費		3,008,620,794		3.6%		2,630,257,849		3.4%		0.1%

				福利厚生費(販管)		1,296,795		0.0%				0.0%		0.0%

				接待交際費		85,773,510		0.1%		94,771,534		0.1%		-0.0%

				会議費		20,621,775		0.0%		13,479,002		0.0%		0.0%																悪化 アッカ		改善 カイゼン

				旅費交通費		641,341,918		0.8%		514,056,094		0.7%		0.1%														12.6%						12.6%

				通信費		406,286,357		0.5%		402,376,664		0.5%		-0.0%												原価 ゲンカ				0.5%				12.1%

				事業税等		4,283,742		0.0%				0.0%		0.0%												人件費 ジンケンヒ				1.0%				11.2%

				租税公課		383,083,463		0.5%		721,992,640		0.9%		-0.5%												水道光熱費 スイドウ コウネツヒ						0.3%		11.5%

				修繕費		1,010,202,596		1.2%		817,273,886		1.1%		0.1%												広告宣伝費 コウコク センデンヒ				0.1%				11.3%

				保険料		141,634,593		0.2%		117,153,401		0.2%		0.0%												外部委託費 ガイブ イタク ヒ				0.7%				10.6%

				貸倒引当金繰入額(販管)				0.0%		0		0.0%		0.0%																				10.6%

				のれん償却額				0.0%		0		0.0%		0.0%

				雑費		315,321,537		0.4%		240,056,292		0.3%		0.1%														11.4%						0.8%

				為替換算誤差		(4,495,999)		-0.0%		0		0.0%		-0.0%

				販売費及び一般管理費-IFRS		56,092,912,364		66.3%		49,844,587,336		65.2%		1.1%

				減損損失(特別)		197,019,359		0.2%		174,192,361		0.2%		0.0%

				減損損失-IFRS		197,019,359		0.2%		174,192,361		0.2%		0.0%

				受取協賛金		28,347,221		0.0%		7,182,014		0.0%		0.0%

				受取給付金				0.0%		18,631,066		0.0%		-0.0%

				受取保険金		8,389,093		0.0%		20,827,797		0.0%		-0.0%

				受取地代家賃		39,790,668		0.0%		29,405,074		0.0%		0.0%

				店舗閉鎖損失引当金戻入益		3,024,900		0.0%		42,842,250		0.1%		-0.1%

				その他の営業外収益		129,591,887		0.2%		103,524,768		0.1%		0.0%

				その他特別利益		831,033		0.0%		150,684,029		0.2%		-0.2%

				負ののれん償却額				0.0%		0		0.0%		0.0%

				その他の営業収益-IFRS		209,974,802		0.2%		373,096,998		0.5%		-0.2%

				固定資産除却損（営業外）		189,939,267		0.2%		63,302,783		0.1%		0.1%

				固定資産売却損(特別)		1,891,623		0.0%		5,436,180		0.0%		-0.0%

				固定資産除却損(特別)		15,054,213		0.0%		1,613,675		0.0%		0.0%

				その他の営業外費用		81,259,435		0.1%		30,858,047		0.0%		0.1%

				その他特別損失		2,214,338		0.0%		81,321,995		0.1%		-0.1%

				その他の営業費用-IFRS		290,358,876		0.3%		182,532,680		0.2%		0.1%

				営業利益-IFRS		6,126,916,592		7.2%		6,984,565,061		9.1%		-1.9%

				受取利息		111,269,374		0.1%		132,166,662		0.2%		-0.0%

				受取配当金		0		0.0%		1,082,988		0.0%		-0.0%

				為替差益		102,406,861		0.1%		25,243,762		0.0%		0.1%

				貸倒引当金戻入額		861,068		0.0%		395,123		0.0%		0.0%

				金融収益-IFRS		214,537,303		0.3%		158,888,535		0.2%		0.0%

				支払手数料（営業外）		176,301		0.0%				0.0%		0.0%

				支払利息及び割引料		204,439,312		0.2%		209,738,516		0.3%		-0.0%

				投資有証評価損(特別)				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替差損		0		0.0%		0		0.0%		0.0%

				貸倒引当金繰入額(営業外)				0.0%		16,933		0.0%		-0.0%

				金融費用-IFRS		204,615,613		0.2%		209,755,449		0.3%		-0.0%

				金融収益・費用純額-IFRS		9,921,690		0.0%		(50,866,914)		-0.1%		0.1%

				持分法による投資利益		0		0.0%		32,780,539		0.0%		-0.0%

				持分法による投資損失		45,923,735		0.1%		0		0.0%		0.1%

				持分法による投資損益-IFRS		(45,923,735)		-0.1%		32,780,539		0.0%		-0.1%

				税引前利益-IFRS		6,090,914,547		7.2%		6,966,478,686		9.1%		-1.9%

				法人税、住民税及び事業税		2,268,587,516		2.7%		2,404,932,387		3.1%		-0.5%

				法人税等調整額		(168,234,397)		-0.2%		(125,953,201)		-0.2%		-0.0%

				法人所得税費用-IFRS		2,100,353,119		2.5%		2,278,979,186		3.0%		-0.5%

				当期利益-IFRS		3,990,561,428		4.7%		4,687,499,500		6.1%		-1.4%

				少数株主損益		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				少数株主損益(控除)		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				当期利益(計)		3,976,600,697		4.7%		4,703,918,074		6.2%		-1.5%

				少数株主損益(加算)		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				少数株主損益調整前当期純利益2		3,990,561,428		4.7%		4,687,499,500		6.1%		-1.4%

				為替換算調整勘定-期首調整				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定-増減		(24,512,511)		-0.0%		(673,794,264)		-0.9%		0.9%

				為替換算調整勘定-組替調整額				0.0%		(8,967,051)		-0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定-換算調整		190,918,936		0.2%		(222,390,934)		-0.3%		0.5%

				為替換算調整勘定-税効果				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定		166,406,425		0.2%		(905,152,249)		-1.2%		1.4%

				在外営業活動体の換算差額-IFRS		166,406,425		0.2%		(905,152,249)		-1.2%		1.4%

				為替換算調整勘定-持分損益		60,941,835		0.1%		(655,780,616)		-0.9%		0.9%

				持分法適用会社に対する持分相当額		60,941,835		0.1%		(655,780,616)		-0.9%		0.9%

				その他の包括利益合計-IFRS		227,348,260		0.3%		(1,560,932,865)		-2.0%		2.3%

				包括利益-IFRS		4,217,909,688		5.0%		3,126,566,635		4.1%		0.9%

				親会社株主に係る包括利益		4,138,526,729		4.9%		3,251,408,331		4.3%		0.6%

				為替換算調整勘定-少持損益		65,422,228		0.1%		(108,423,122)		-0.1%		0.2%

				少数株主に係る包括利益		79,382,959		0.1%		(124,841,696)		-0.2%		0.3%

				資本剰余金期首残高		4,007,005,257		4.7%		3,946,667,082		5.2%		-0.4%

				資本剰余金期首残高計		4,007,005,257		4.7%		3,946,667,082		5.2%		-0.4%

				新株式発行高		0		0.0%				0.0%		0.0%

				ストックオプション行使		46,021,543		0.1%		61,421,483		0.1%		-0.0%

				子会社増加増加高(CS)		0		0.0%		580,547,721		0.8%		-0.8%

				持分増加増加高(CS)				0.0%		(580,547,721)		-0.8%		0.8%

				資本剰余増加(その他)				0.0%		(7,179,474)		-0.0%		0.0%

				資本剰余金増加額計		46,021,543		0.1%		54,242,009		0.1%		-0.0%

				資本剰余金期末残高計		4,053,026,800		4.8%		4,000,909,091		5.2%		-0.4%

				利益剰余金期首残高		25,668,638,036		30.3%		21,218,844,514		27.8%		2.6%

				利益剰余金期首調整額		144,544,938		0.2%		0		0.0%		0.2%

				利益剰余金期首残高計		25,813,182,974		30.5%		21218844514		27.8%		2.7%

				当期利益計		3,976,600,697		4.7%		4,703,918,074		6.2%		-1.5%

				子会社増加増加高(SS)		0		0.0%		-8607819577		-11.3%		11.3%

				子会社減少増加高(SS)		310		0.0%				0.0%		0.0%

				持分増加増加高(SS)				0.0%		8607819577		11.3%		-11.3%

				利益剰余金増加額計		3,976,601,007		4.7%		4703918074		6.2%		-1.5%

				支払配当金(前期分)		0		0.0%		1		0.0%		-0.0%

				支払配当金(期末)		1,127,884,966		1.3%		1039355784		1.4%		-0.0%

				子会社増加減少高(SS)		0		0.0%				0.0%		0.0%

				子会社減少減少高(SS)		3,106,557		0.0%		0		0.0%		0.0%

				持分減少減少高(SS)		0		0.0%		0		0.0%		0.0%

				利益剰余金減少額計		1,130,991,523		1.3%		1039355785		1.4%		-0.0%

				利益剰余金期末残高計		28,658,792,458		33.9%		24883406803		32.6%		1.3%



























































































































































A	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	0	6.1414073879174302E-2	5.1884232756536808E-2	5.18	84232756536808E-2	5.3728542335630798E-2	5.3728542335630798E-2	0	B	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	6.6298074929537765E-2	4.8840010503634623E-3	9.5298411226374946E-3	2.9795907585764281E-3	1.1352811794824377E-3	1E-3	5.4763246846318239E-2	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	1	





丸亀製麺　販管費

				2017.06		原価率 ゲンカ リツ		人件費率 ジンケンヒ		水道光熱費率 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費率 コウコク センデンヒ		その他経費率 タ ケイヒ		2018.06

				丸亀製麺 マ

				June
2017		COGS ratio		labor cost ratio		utitily cost ratio		Advertising cost ratio		other cost ratio		June
2018

						15.80%		15.10%		15.00%		15.00%		15.20%

				16.10%		0.30%		0.70%		0.10%		0.70%		0.50%		15.20%



				June
2017		COGS ratio		labor cost ratio		utitily cost ratio		Advertising cost ratio		other cost ratio		June
2018

						2.800%		2.100%		2.000%		2.000%		2.200%

				3.100%		0.30%		0.70%		0.10%		0.70%		0.50%		2.200%





				連結 レンケツ

				H29.03		原価 ゲンカ		人件費 ジンケンヒ		水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費 コウコク センデンヒ		その他経費 タ ケイヒ		H30.03

						24.80%		24.80%		25.50%

				26.50%		1.70%		0.70%		0.40%		0.00%		0.30%		24.20%



				H29.03		原価 ゲンカ		人件費 ジンケンヒ		水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費 コウコク センデンヒ		その他経費 タ ケイヒ		H30.03

						-0.200%		-0.200%		0.500%

				1.500%		1.70%		0.70%		0.40%						-0.800%

				Mar
2017		COGS ratio		labor cost ratio		utitily cost ratio		Advertising cost ratio		other cost ratio		Mar
2018						Outsourced expenses cost ratio

				0		150		250		100

				150		100		50		200		100



0	150	250	100	150	100	50	200	100	June	
2017	COGS ratio	labor cost ratio	utitily cost ratio	Advertising cost ratio	other cost ratio	June	
2018	2.7999999999999997E-2	2.0999999999999991E-2	1.999999999999999E-2	1.999999999999999E-2	2.1999999999999992E-2	June	
2017	COGS ratio	labor cost ratio	utitily cost ratio	Advertising cost ratio	other cost ratio	June	
2018	3.1E-2	3.0000000000000001E-3	7.0000000000000001E-3	1E-3	7.0000000000000001E-3	5.0000000000000001E-3	2.1999999999999992E-2	

海外概況

				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				アジア		台湾		出店拡大中		商品・マーケティング施策の強化により、直近では既存店前年比で前年を上回る月もある。経営体制を再整備し、更なる事業拡大に必要な体制を構築中。豚カツ業態も4店舗運営。 ショウヒン シサク キョウカ チョッキン キゾン テン ゼンネン ゼンネン ウワマワ ツキ ケイエイ タイセイ サイセイビ サラ ジギョウ カクダイ ヒツヨウ タイセイ コウチク ナカ		3,200百万 / 390百万  ヒャク マン ヒャクマン

						韓国		収益改善中		2018年に大幅な不採算店舗を閉店したことにより収益基盤が強化。今後は既存店の収益性の強化を図り、全社黒字を目指す。 ネン オオハバ フサイサン テンポ ヘイテン シュウエキ キバン キョウカ コンゴ キゾン テン シュウエキセイ キョウカ ハカ ゼンシャ クロジ メザ		550百万 / 5百万  ヒャク マン ヒャクマン						韓国				2018年に大幅な不採算店舗を閉店したことにより収益基盤が強化。2019年は既存店の収益性の強化を行い、全社黒字を目指す。 ネン オオハバ フサイサン テンポ ヘイテン シュウエキ キバン キョウカ ネン キゾン テン シュウエキセイ キョウカ オコナ ゼンシャ クロジ メザ

						中国		出店拡大中		北京、上海、香港などの大都市での展開に力点をおいて展開中。試験的に地方都市にも出店していたが、日本食に対して市場が未成熟であったこともあり苦戦。不採算店舗は閉鎖し、今後は十分な市場のある大都市にフォーカスする。 ペキン シャンハイ ホンコン ダイトシ テンカイ リキテン テンカイチュウ シケンテキ チホウ トシ シュッテン ニホンショク タイ シジョウ ミセイジュク クセン フサイサン テンポ ヘイサ コンゴ ジュウブン シジョウ ダイトシ								中国				北京、上海、香港などの大都市での展開に力点をおいて展開中。試験的に地方都市にも出店をしていたが、日本食に対して市場が未成熟であったこともあり、不採算店舗は閉鎖し、今後は十分な市場のある大都市にフォーカスする。 ペキン シャンハイ ホンコン ダイトシ テンカイ リキテン テンカイチュウ シケンテキ チホウ トシ シュッテン ニホンショク タイ シジョウ ミセイジュク フサイサン テンポ ヘイサ コンゴ ジュウブン シジョウ ダイトシ

						香港（雲南） ホンコン ウンナン				現在「譚仔雲南米線」「譚仔三哥米線」を計105店舗(12月末現在)を展開。香港で雲南ヌードル業態のシェアは7割と圧倒的なブランド力を誇る。
2社を統合管理するCEO、CFOをはじめ、マネジメント層を採用し 　グループ会社としてのガバナンス強化および更なる成長を実現する 　ための経営強化を図っている 。
現在はトリドールHDと協力しながらさらなるブランド強化のための施策やノウハウの伝承を実施中。将来的には、香港国内において150～160店舗体制を目指す。 ガツマツ リョク シサク デンショウ ジッシ チュウ タイセイ		3390百万 / 560百万  ヒャク マン ヒャクマン										2社を統合管理するCEO、CFOをはじめ、マネジメント層を採用し 　グループ会社としてのガバナンス強化および更なる成長を実現する 　ための経営強化を図っている 

				東南アジア トウナン		タイ 		収益改善中		店舗段階のEBITDAが平均で15%前後、25％前後の店舗が多数あり比較的堅調に推移している。不採算店舗の整理や本部費の合理化を図り、収益強化を図っている。								タイ 				店舗段階のEBITDAが平均で15%前後、25％前後の店舗が多数あり比較的堅調に推移している。不採算店舗の整理や本部費の合理化を図り、収益強化を図っている。 テンポ ダンカイ ヘイキン ゼンゴ ゼンゴ テンポ タスウ ヒカクテキ ケンチョウ スイイ フサイサン テンポ セイリ ホンブ ヒ ゴウリカ ハカ シュウエキ キョウカ ハカ

						インドネシア		出店拡大中		ジャカルタにおける主要モールを中心に丸亀製麺を展開すると共に、更なる拡大を狙い地方都市での拡大を図っている。顧客層の拡大も視野に入れたエクスプレス店の導入も検討中で、2025年までに100店舗展開を目指す。 コキャクソウ カクダイ シヤ イ テン ドウニュウ ケントウチュウ ネン テンポ テンカイ メザ				 				インドネシア				ジャカルタにおける主要モールを中心に丸亀製麺を展開すると共に、更なる拡大を狙い地方都市での拡大を図っている。顧客層の拡大も視野に入れたエクスプレス店の導入も検討中で、2025年までに100店舗展開を目指す。 コキャクソウ カクダイ シヤ イ テン ドウニュウ ケントウチュウ ネン テンポ テンカイ メザ

						ベトナム		収益改善中		ホーチミンの既存店の収益性向上に向け注力。実験店舗にて様々な施策を実施し、横展開を進める。加えて、ハノイ、ハイフォンなどの北部地域でサブフランチャイズでの出店を予定。 キゾン テン シュウエキセイ コウジョウ ム チュウ チカラ ジッケン テンポ サマザマ シサク ジッシ ヨコ テンカイ スス クワ ホクブ チイキ シュッテン ヨテイ								ベトナム				2019年はホーチミンの既存店の収益性の改善に力を入れる。実験店舗を導入し、様々な施策を実施、横展開を進めていく。加えて、ハノイ、ハイフォンといった北部地域でサブフランチャイズにて2-3店舗の出店を予定。 ネン キゾン テン シュウエキセイ カイゼン チカラ イ ジッケン テンポ ドウニュウ サマザマ シサク ジッシ ヨコ テンカイ スス クワ ホクブ チイキ テンポ シュッテン ヨテイ



				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				東南アジア トウナン		カンボジア		収益改善中		既存レギュラー店の収益が向上し、前年比で約110％の伸びを示している。直営店に加え、フランチャイズ加盟店の出店立地も確定しており、プノンペンにおける更なる展開が予定されている。郊外向けの新業態（丸亀製麺）も展開しており、より広範囲に展開できるよう模索中。		80百万 / △21百万  ヒャク マン ヒャクマン						カンボジア				既存レギュラー店の収益が向上し、前年比で約110％の伸びを示している。直営店に加え、フランチャイズ加盟店の出店立地も確定しており、プノンペンにおける更なる展開が予定されている。郊外向けの新業態（丸亀製麺）も展開しており、より広範囲に展開できるよう模索中。 キゾン テン シュウエキ コウジョウ ゼンネンヒ ヤク ノ シメ チョクエイ テン クワ カメイ テン シュッテン リッチ カクテイ サラ テンカイ ヨテイ コウガイ ム シンギョウタイ マルガメ セイメン テンカイ コウハンイ テンカイ モサクチュウ

						マレーシア
（ Boat Noodle 、他） ホカ		出店拡大中		主力業態であるBoatNoodleに力点を置いて展開中。マレーシア国内でBoatNoodleのみで50店舗（過去2年間で約40店舗の開店）を展開しており、現地で認知度の高いブランドとして成長している。
店舗段階のみならず、全社でもEBITDA20%を超える好業績で、今後の更なる発展が期待される。国外の展開も進み、ブルネイ、ミャンマー、インドネシア、シンガポールに出店済み。更なる進出に向けて取り組み中。								マレーシア
（ Boat Noodle 、他） ホカ				主力業態であるBoatNoodleに力点を置いて展開中。マレーシア国内でBoatNoodleのみで50店舗（過去2年間で約40店舗の開店）を展開しており、現地で認知度の高いブランドとして成長している。
店舗段階のみならず、全社でもEBITDA20%を超える好業績で、今後の更なる発展が期待される。国外の展開も進み、ブルネイ、ミャンマー、インドネシア、シンガポールに出店済み、更なる進出に向けて取り組み中。 シュリョク ギョウタイ リキテン オ テンカイチュウ コクナイ テンポ カコ ネンカン ヤク テンポ カイテン テンカイ ゲンチ ニンチド タカ セイチョウ テンポ ダンカイ ゼンシャ コ コウギョウセキ コンゴ サラ ハッテン キタイ コクガイ テンカイ スス シュッテン ズ サラ シンシュツ ム ト ク チュウ

						フィリピン				フランチャイズとして丸亀製麺１号店を2017年8月、2号店を2018年2月、3号店を同年8月、4号店を11月にをオープンしたが、いずれも好業績を維持。
今後は更なる拡大を狙いマニラ地域での出店を加速していく予定。 ゴウテン ネン ガツ ゴウ テン ドウ ネン ガツ ス ギョウセキ イジ コンゴ								フィリピン				2018年11月に4号店をオープンしたが、どの店舗も業績好調で年換算1,000万円以上の売上を誇る。2019年は更なる拡大を狙いマニラ地域での出店を加速していく予定。4月以降の出店攻勢で年間7店舗出店を目指す。 ネン ガツ ゴウテン テンポ ギョウセキ コウチョウ トシ カンサン マンエンイジョウ ウリアゲ ホコ ネン サラ カクダイ ネラ チイキ シュッテン カソク ヨテイ ガツ イコウ シュッテン コウセイ ネンカン テンポ シュッテン メザ

						ミャンマー
（Boat Noodle）				現地飲食最大手のYKKO社と合弁会社を設立し、２０１７年１０月よりBoatNoodle業態をフランチャイズで展開。これまでミャンマーにはないオシャレな空間と食事を楽しめるお店として受け入れられ、賑わいを見せている。現状、２店舗のオープンを目指している。								ミャンマー
（Boat Noodle）				現地飲食最大手のYKKO社と合弁会社を設立し、２０１７年１０月よりBoatNoodle業態をフランチャイズで展開。これまでミャンマーにはないオシャレな空間と食事を楽しめるお店として受け入れられ、賑わいを見せている。現状、２店舗のオープンを目指している。 カイシャ ゲンジョウ

						シンガポール
（丸亀製麺） マ				中国合弁を介してシンガポールにて3店舗出店。賃料は高いものの、認知拡大を目的に代表的なモールへ出店をしている。認知浸透と共に収益性も向上しており、当面は3店舗に集中して足場を固める方針。 リョウ セイ								シンガポール
（丸亀製麺） マ				中国合弁を介してシンガポールにて3店舗出店。家賃は高いものの、認知拡大を目的に代表的なモールへの出店をしている。認知浸透と共に収益も向上しており、当面は3店舗に集中して足場を固める方針。 チュウゴク ゴウベン カイ テンポ シュッテン ヤチン タカ ニンチ カクダイ モクテキ ダイヒョウテキ シュッテン ニンチ シントウ トモ シュウエキ コウジョウ トウメン テンポ シュウチュウ アシバ カタ ホウシン

						シンガポール
（MONSTER CURRY）				シンガポール国内で11店舗を展開中（2018年12月末現在）。シンガポールの日本式カレー市場で圧倒的なシェアNO.1を獲得している。
現在はトリドールHDと協働しながら、さらなる強みの強化とトリードールHDが所有する店舗運営ノウハウの継承を実施中。今後は、シンガポールの日本式カレー市場におけるポジショニングをさらに強化し、2025年までに20店体制を目指す。 コンゴ タイセイ メザ								シンガポール
（MONSTER CURRY）				現在、モンスターカレーはシンガポール国内で11店舗を展開中（2018年12月末現在）。「モンスターカレー」はシンガポールの日本式カレー市場で圧倒的なシェアNO.1を獲得している。現在はトリドールHDと協働しながら、さらなるモンスターカレーの強みの強化とトリードールが所有する店舗運営のノウハウの継承を実施中。これらを組み合わせることで、シンガポールの日本式カレー市場におけるモンスターカレーのポジショニングをさらに強化し、2025年までに20店に増やす。 ゲンザイ コクナイ テンポ テンカイチュウ ネン ガツ マツ ゲンザイ シジョウ ゲンザイ キョウドウ ツヨ キョウカ ショユウ ケイショウ ジッシチュウ ク ア ニホンシキ シジョウ キョウカ



				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				アメリカ		TDC（Tokyo Ｔable) 		－		1号店アーバイン店は世界でも上位の高い売上を堅持し、安定的な黒字体質。
2号店アルハンブラ店を業態転換した”日本の洋食”を軸にした新業態"Saly papa"は客数は確保するも客単価の向上に苦戦。		780百万 / △280百万  ヒャク マン ヒャクマン						TDC（Tokyo Ｔable) 		－		1号店アーバイン店は世界でも上位の高い売上を堅持し、安定的な黒字体質。2号店アルハンブラ店を業態転換した”日本の洋食”を軸にした新業態"Saly papa"は客数は確保するも客単価の向上に苦戦。撤退の方向性で検討をしている ケンジ アンテイテキ クロジタイシツ ギョウタイ テンカン シン キャクスウ カクホ キャクタンカ コウジョウ クセン テッタイ ホウコウセイ ケントウ

						丸亀製麺		本土一号店出店		ハワイWaikikki店は依然好調を維持　世界トップの売上を誇る（最高日商も更新）。
2017年9月にオープンしたロサンゼルス・Sawtelle店、2018年1月にオープンのサンフランシスコ・Stonestown店はさらなる改善が進み、売上が伸張。3号店がLA・ビバリーヒルズ店舗はモールの集客が鈍化しており店舗モデルの構築に苦戦。また、2018年12月に4号店がグレンデールにオープンし、米国では初の丸亀フードコートモデルの構築に取り組んでいる。 ネン ガツ		ハワイ
830百万 / 120百万
本土：軽微                  ホンド ケイビ						丸亀製麺		本土一号店出店		ハワイWaikikki店は依然好調を維持　世界トップの売上を誇る（最高日商も更新）。
2017年9月にオープンしたロサンゼルス・Sawtelle店、2018年1月にオープンのサンフランシスコ・Stonestown店はさらなる改善が進み、売上が伸張。3号店がLA・ビバリーヒルズ店舗はモールの集客が鈍化しており店舗モデルの構築に苦戦。また4号店のグレンデールがオープンし、米国では初の丸亀フードコートモデルの構築に取り組む サイコウ ニッショウ コウシン テン テン カイゼン スス ウリアゲ シンチョウ テンポ シュウキャク ドンカ テンポ コウチク クセン ゴウテン ベイコク ハツ マルガメ コウチク ト ク

						CRACKIN’KITCHEN		出店準備中		ハワイ店は依然好調を維持　世界１、２位の売上を誇る。2018年3月LAに本土１号店メニュー改善やマーケ施策が結果に結びつかず、閉店。		590百万 / 70百万  ヒャク マン ヒャクマン						CRACKIN’KITCHEN		出店準備中		ハワイ店は依然好調を維持　世界１、２位の売上を誇る。2018年3月LAに本土１号店メニュー改善やマーケ施策が結果に結びつかず、閉店 テン ネン ホンド ゴウテン カイゼン シサク ケッカ ムス ヘイテン

						POKE				2018年8月に出資を完了し提携開始。10-12月にかけて積極的に新店をオープンし、現在は32店舗体制に。2019年も約30店舗(すべてFC)の出店を計画中。品質保証や購買面で、トリドールHDのノウハウ移管を検討している。 タイセイ								POKE				2018年8月に出資を完了し提携開始。10-12月にかけて積極的に新店をオープンし、現在は30店舗強に。2019年も約30店舗(すべてFC)の積極出店を計画中。品質保証や購買面で、トリドールHDのノウハウ移管を検討している ネン ガツ シュッシ カンリョウ テイケイ カイシ セッキョクテキ ゲンザイ テンポ キョウ セッキョク シュッテン ケイカクチュウ ケントウ

				イギリス		Shoryu		出店拡大中		引き続きロンドンでのドミナント展開を進める。唯一の郊外店であるマンチェスター店とオクスフォード店は賃料や物流費などのコストカットを実施中。
単価を抑えたラーメンのほか、焼きそば・カツカレーなどの新メニューを導入。また、グデタマなどキャラクターを使用した販促のほか、店外からの視認性を高める施策など、集客に向けた取り組みも実施しており、全体として成果が出ている。								Shoryu				引き続きロンドンでのドミナント展開を進める。唯一の郊外店であるマンチェスター店とオクスフォード店は賃料や物流費などのコストカットを実施中。
商品は単価を抑えたラーメンや、グデタマなどキャラクターを使用した販促、焼きそばやカツカレーなどの新メニューを導入。店外からの視認性を高める施策など、集客に向けた取り組みも実施しており、全体として成果が出ている。 テンカイ ユイイツ コウガイ テン テン テン チンリョウ ブツリュウ ヒ ジッシ チュウ ショウヒン タンカ オサ シヨウ ハンソク ヤ シン ドウニュウ テン ガイ シニンセイ タカ シサク シュウキャク ム ト ク ジッシ ゼンタイ セイカ デ

				ロシア		丸亀製麺		収益改善中		2020年12月期より、合弁を解消し、全店FC化。これにより資金の外部調達も可能になり、モスクワにてFC、サブFC店の展開を画策、積極的な出店と既存店強化を目論む。
今後は、収益拡大とともにこれまで出店のなかった立地への新規出店を行い、店舗数の拡大を予定している。						ロシア		丸亀製麺		収益改善中		2020年12月期より、合弁を解消し、全店FC化。これにより資金の外部調達も可能になり、モスクワにてFC、サブFC店の展開を画策、積極的な出店と既存店強化を目論む。今後は、収益拡大とともに、ロシアにおけるTier oneモールからの誘いもある中で、これまで出店のなかった立地への新規出店を行い、店舗数の拡大を予定している。日本からのサポート方法についても、引き続き検討。 ネン ガツキ ゴウベン カイショウ ゼンテン カ シキン ガイブチョウタツ カノウ ミセ テンカイ カクサク セッキョクテキ シュッテン キョウカ モクロ コンゴ シュウエキカクダイ サソ ナカ シュッテン リッチ シンキ シュッテン オコナ テンポスウ カクダイ ヨテイ ニホン ホウホウ ヒ ツヅ ケントウ

				その他 タ		ＷＯＫ ＴＯ ＷＡＬＫ		出店拡大中		フランスにおける大型契約を含む複数のフランチャイジーが存在することにより、フランチャイズビジネスは堅調に推移し、順調に店舗数を拡大している。
苦戦中の米国での直営店は具材やオペレーションの見直しを行った。		軽微 ケイビ						ＷＯＫ ＴＯ ＷＡＬＫ				フランスにおける大型契約を含む複数のフランチャイジーが存在することにより、フランチャイズビジネスは堅調に推移し、順調に店舗数を拡大している。
苦戦中の米国での直営店は具材やオペレーションの見直しを行った。 ソンザイ ケンチョウ スイイ ジュンチョウ テンポ スウ カクダイ クセン チュウ ベイコク チョクエイテン グザイ ミナオ オコナ



				Area		Country/Brand		Status		Outline		PL Contribution (last year)
Sales / Segment profit

				Asia		Taiwan (ROC)		出店拡大中		Improves personnel system for staff sufficiency. Opening new stores. Operating 4 Tonkatsu stores.		3,200 mil. / 390 mil.

						S. Korea		収益改善中		Main stores keep good. Opening new stores.		350mil. / 5mil.

						China (PRC)		出店拡大中		Keeps good. Sales in coast cities (e.g., Shanghai) are nice. Currently 85 stores. "Hakatan-maru" ramen brand develops.

						Hong Kong (Yunnan)				Grouped in Feb-2018. Currently operating "Tam Chai Yunnan Noodle" and "TamJai SamGor Rice Noodle" stores (109 in total). 70% market share of Yunnan Noodle in Hong Kong. To open new stores in Hong Kong.		3390mil. / 560mil.

						Thailand		収益改善中		Management enhancement brings big profit improvement through 1) profit improvement of Existing Stores, 2) development of small stores (good sales with low initial costs), and 3) customization of HQ costs. To keep stable profits.

						Indonesia		出店拡大中		Develops Marugameseimen stores mainly in major Shopping Centers in Jakarta. Also examines other big cities. Marugame Seimen brand is Halal approved, and popular among local Muslims.				 

						Vietnam		Profit being improved		Saves opening stores in 2017 for yearly profit by improving organization system and management system.  To achieve monthly profits. Examines sub-franchising for further business expansion.

						Cambodia		Profit being improved		Sales of Existing Stores improved a lot. Portable stall type stores (with small initial costs) contribute to profit.  Launches new brand for casual Japanese foods in Feb. 2018, targeting wider range of market.		80mil. / △21mil.

						Malaysia
(Boat Noodle, Others)		Opening new stores		Operating approx. 70 stores of "Boat Noodle" and "CillCill" brands. Expanding with profits. Accelerating franchising in other countries such as Brunei, Indonesia, Myanmar and Singapore. Planning to expand to other countries.

						Philippines				Opens 1st Marugameseimen store in Aug-2017 and 2nd in Feb-2018 (both FC). Keep good. 4 more stores scheduled. Swift business expansion expected.

						Myanmar
(Boat Noodles)				Establishes JV company with YKKO (biggest local restaurant company), and franchises Boat Noodle brand since Oct. 2017. Widely accepted as uniquely fashionable restaurant with fun to eat. 2nd store to open.



				Area		Country/Brand		Status		Outline		PL Contribution (last year)
Sales / Segment profit

				USA		TDC (Tokyo Table)		New store to open		1st store in Irvine keeps good. One of world top sales/profits stores in Toridoll Group, whereas 2nd store in Alhambra is in tough. To change to "Western Japanese" like brand for profit improvement.		780mil. / △28mil.0 

						Marugame Seimen		New store to open		Waikiki Shop keeps good. World top 1-2 sales in Toridoll Group.  1st store in mainland opened in Sawtelle, LA in Sep. 2017.  2nd store in Stonestown, SF started with good launch in Jan. 2018 (same sales level as Waikiki Shop for the first weekend).  3rd store in Shopping Center around Beverly Hills to open.		Hawaii
830mil. / 120mil.
Main Land：small                 

						CRACKIN'KITCHEN		New store to open		Keeps good. World Top 1-2 sales in Toridoll Group.  Opens 1st in mainland store in LA in Mar. 2018.		140mil. / 5mil. 

				UK		Sakagura		-		Opens 1st store in November 2016. Introduced collaboration menus between Bent Box and Shoryu Ramen, and charbroil steaks and tempuras. Lava Plate stake from 2018 beginning becomes popular. Lower pricing contributes guest count (wider customer range) and sales. Keeps marketing measures (e.g.,  via SNS, Restaurant Week and Japanese Sake events) for brand awareness .

						Shoryu		Opening new stores		Some stores are in top sales group. Strategic dominance in London. Local cities to be only in Manchester and  Oxford. To improve profitability. New stores being prepared.

				Italy		Tokyo Table, Others		-		Opens "Bottega del Ramen" in Feb. and "Tokyo Table" in Mar, 2017.  "Bottega del Ramen" achieved monthly profit. "Tokyo table" marks record high in monthly sales for consecutive 2 months. Still not profit for whole business unit, and more sales necessary. Both stores to introduce new menus for summer. Expanding sales by delivery through Uber-eat and Deliveroo.		small

				Russia		Marugame Seimen				4 direct-operation stores and 3 FC stores in Moscow. Achieved all stores in the black. To develop more stores (especially in food court) as well as keeping stable profits.

				Others		WOK TO WALK		Opening new stores		Store aggressively expanding to 93 (including 3 direct-operation stores in US) after grouped. FC contracts in India, Israel, and newly Malta and Oman. Opens 1st direct-operation store In US in Feb, 2nd in Jul and 3rd store in Dec. 2017. Exploring other counties for FCs.		small





M&A　PMI

				ブランド		概要 ガイヨウ		PMIの状況 ジョウキョウ

				晩杯屋 バ		大衆酒場「晩杯屋」等を東京都内で運営するアクティブソース社の株式を取得（80.3%）しグループ会社化		・モデル店舗における丸亀製麺のノウハウを生かしたオペレーションの改善
・パート・アルバイト採用強化の仕組み導入、社内独立制度を含めた新人事制度の構築
・採用費や消耗品費など、グループ単価を採用することによる経費削減
・店舗タイプ別のスクリーニング要件、出店計画の策定、物件取得サポートの実施 フク シン ジンジ セイド コウチク ブッケン シュトク ジッシ				募集10人→100人規模に
物件情報が豊富　出店の精度が向上　投資検証表の活用など ボシュウ ニン ニン キボ ブッケン ジョウホウ ホウフ シュッテン セイド コウジョウ トウシ ケンショウ ヒョウ カツヨウ

				ずんどう屋 ヤ		主に関西において、とんこつラーメン店の「ずんどう屋」を運営するZUND社の株式を取得（80%）しグループ会社化		・モデル店舗におけるコンセプトのブラッシュアップと丸亀製麺のノウハウを生かしたオペレーションの改善
・当社ノウハウを活用した、採用における掲載媒体最適化の仕組み導入
・採用費や消耗品費など、グループ単価を採用することによる経費削減
・当社新店開発部による勝ちパターンの分析、優先出店エリアの決定　
・人事制度（賞与制度等）の再構築 トウ シャ

				「譚仔雲南米線」/「譚仔三哥米線」		スパイシー麺の人気チェーン店「譚仔雲南米線」および「譚仔三哥米線」の運営会社の株式をそれぞれ100%取得		・グループ会社としてのガバナンス強化及びトップマネジメント採用等、 　更なる成長を実現するための経営強化
・店舗、セントラルキッチンおよびバックオフィスにおける業務の整備
・華南地域を中心とした中国全土進出についても初期調査を開始







				Area		Country/Brand		Outline













BS

				連結BS (IFRS) レンケツ

						当期 トウ キ				前期末 ゼンキ マツ

						金額 キンガク		構成比 コウセイヒ		金額 キンガク		構成比 コウセイヒ		増減 ゾウゲン

				資産合計 シサン ゴウケイ		203,327		100.0%		117,833		100.0%		85,494

				流動資産 リュウドウ シサン		30,835		15.2%		21,752		18.5%		9,083

				非流動資産 ヒ リュウドウ シサン		172,491		84.8%		96,081		81.5%		76,410

				負債資本合計 フサイ シホン ゴウケイ		203,327		100.0%		117,833		100.0%		85,494

				負債合計 フサイ ゴウケイ		168,983		83.1%		82,830		70.3%		86,153

				（うち、有利子負債） ユウ リシ フサイ		149,030		73.3%		62,674		53.2%		86,356

				流動負債 リュウドウ フサイ		41,164		20.2%		25,953		22.0%		15,211

				非流動負債 ヒ リュウドウ フサイ		127,819		62.9%		56,878		48.3%		70,941

				資本合計 シホン ゴウケイ		34,343		16.9%		35,003		29.7%		△ 660						※値張り アタイ バ

				（うち、親会社の所有者） オヤガイシャ ショユウシャ		33,334		16.4%		33,979		28.8%		△ 645						※値張り アタイ バ



				ネット有利子負債/調整後EBITDA ユウ リシ フサイ チョウセイ ゴ		17.3				3.9				-







				Consolidated BS (IFRS)										(unit: Million yen)

						This period				End of previous year

						Amount		Ratio		Amount		Ratio		Difference

				Total assets		203,327		100.0%		117,833		100.0%		85,494						Including interest-bearing liabilities 

				Current assets		30,835		15.2%		21,752		18.5%		9,083						bearingの bと eの間のスペースを消してください

				Non-current assets		172,491		84.8%		96,081		81.5%		76,410						その下のliabilites、attributable にも不必要なスペースが見える気が

				Total liabilities and equity		203,327		100.0%		117,833		100.0%		85,494						するのですが大丈夫でしょうか

				Liabilities		168,983		83.1%		82,830		70.3%		86,153

				(Including interest-bearing liabilities)		149,030		73.3%		62,674		53.2%		86,356

				Current liabilities		41,164		20.2%		25,953		22.0%		15,211

				Non-current liabilities		127,819		62.9%		56,878		48.3%		70,941

				Total equity		34,343		16.9%		35,003		29.7%		△ 660

				(Equity attributable to 
owners of  the parent)		33,334		16.4%		33,979		28.8%		△ 645



				Net interest-bearing liabilities / Adjusted EBITDA 		17.3				3.9				-



















































CF

						連結CF (IFRS) レンケツ

								当期 トウ キ		前年同期 ゼンネン ドウキ		増減 ゾウゲン

						営業活動による
キャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		7,141		2,101		5,040

						投資活動による
キャッシュ・フロー トウシ カツドウ		△ 3,324		△ 2,489		△ 835

						財務活動による
キャッシュ・フロー ザイム カツドウ		5,091		4,296		795

						現金および現金同等物の
期末残高 ゲンキン ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		23,160		18,693		4,467







						Consolidated CF (IFRS)						(unit: Million yen)

								This period		Previous period		Difference								異なるフォントとサイズの混在

						Cash flows from operating activities		7,141		2,101		5,040								Cash flows from operating activities

						Cash flows from investing activities		△ 3,324		△ 2,489		△ 835								Cash flows from investing activities

						Cash flows from financing activities		5,091		4,296		795								Cash flows from financing activities

						Cash and cash equivalents at the end of the period		23,160		18,693		4,467								Cash and cash equivalents at the end of the period





業績予想



				連結PL (IFRS) レンケツ																								↓を更新 コウシン

						2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ				元予算 モト ヨサン										入力欄 ニュウリョク ラン		入力欄 ニュウリョク ラン

						連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ		連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								連結 レンケツ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		156,790		100.0%		145,022		100.0%		108.1%						109,660				通期				65,690,884		58,889,250

				事業利益 ジギョウ リエキ				0.0%				0.0%		ERROR:#DIV/0!

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		28,400		18.1%		12,402		8.6%		229.0%						14,042				修正予算 シュウセイ ヨサン

				営業利益 エイギョウ リエキ		5,464		3.5%		2,302		1.6%		237.4%						8,830				112,233				48,928,713		44,533,959

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		4,840		3.1%		1,337		0.9%		362.0%						8,850				28,854				5,885,933		3,572,111

				当期利益 トウキ リエキ		2,712		1.7%		221		0.2%		1227.3%						5,740				83,379				5,697,788		3,475,218

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		2,589		1.7%		267		0.2%		969.6%						5,714				33,900				2,134,985		1,016,223

																								7,488

				丸亀製麺セグメントPL マルガメ セイメン		2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ										11,401

				売上収益		93,944		100.0%		0		100.0%		ERROR:#DIV/0!						ERROR:#REF!				3,804

				セグメント利益 リエキ		12,831		13.7%		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

																				ERROR:#REF!				16,537

				海外事業セグメントPL		2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ										73,130

				売上収益		32,915		100.0%		0		100.0%		ERROR:#DIV/0!						ERROR:#REF!				1,400

				セグメント利益 リエキ		3,789		11.5%		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!						ERROR:#REF!				233

																								231

																								8,851

																								14,057

																								278

				Consolidated PL (IFRS)																				257				↓を更新 コウシン

						FY 2018				FY 2017				YoY										4,490				入力欄 ニュウリョク ラン		入力欄 ニュウリョク ラン

						連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ		連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								連結 レンケツ				121

				Revenue		156,790		100.0%		145,022		100.0%		108.1%						109,660				8,993				65,690,884		58,889,250



				Adjusted EBITDA		28,400		18.1%		12,402		8.6%		229.0%						14,042				3,025

				Operating profit		5,464		3.5%		2,302		1.6%		237.4%						8,830				5,968				48,928,713		44,533,959

				Profit before tax		4,840		3.1%		1,337		0.9%		362.0%						8,850				5,970				5,885,933		3,572,111

				Profit for the year		2,712		1.7%		221		0.2%		1227.3%						5,740				-197.5%				5,697,788		3,475,218

				Profit for the year attributable to owners of the parent		2,589		1.7%		267		0.2%		969.6%						5,714								2,134,985		1,016,223

				Marugame Seimen
segment		FY 2018				FY 2017				YoY

				Revenue		93,944		100.0%		0		100.0%		ERROR:#DIV/0!						ERROR:#REF!								Segment profit

				Segment profit 		12,831		13.7%		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!						ERROR:#REF!								Ratio to prev. period = YoY



				Overseas segment		FY 2018				FY 2017				YoY

				Revenue		32,915		100.0%		0		100.0%		ERROR:#DIV/0!						ERROR:#REF!

				Segment profit 		3,789		11.5%		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!						ERROR:#REF!

























Sheet5



				連結PL (IFRS) レンケツ																																修正 シュウセイ		年初予算 ネンショ ヨサン

						上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ						上期計画 カミキ ケイカク		当初計画 トウショ ケイカク		売上収益 ウリア シュウエキ		56,195		56,195

作成者: 開示用の数字丸め有り

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								売上原価 ウリアゲ ゲンカ		14,451		14,572

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		0		100.0%				156,790		100.0%		77,627		100.0%		79,163				156,790		100.0%				53,465				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		41,744		41,623

作成者: 開示用の数字丸め有り


				営業利益 エイギョウ リエキ		0		ERROR:#DIV/0!				5,464		3.5%		3,940		5.1%		1,524				5,464		3.5%				4,400				人件費　　計 ジンケンヒ ケイ		16,774		16,908

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		0		ERROR:#DIV/0!				4,840		3.1%		3,754		4.8%		1,086				4,840		3.1%				4,120				水光熱費　計 スイ コウネツヒ ケイ		3,689		3,589

				当期利益 トウキ リエキ		0		ERROR:#DIV/0!				2,712		1.7%		2,579		3.3%		133				2,712		1.7%				2,690				地代家賃		5,699		5,826

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		0		ERROR:#DIV/0!				2,589		1.7%		2,838		3.7%		△ 249				2,589		1.7%				2,681				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		1,957		2,102

																																		その他一般管理費計 タ イッパン カンリヒ ケイ		8,048		7,851

				丸亀製麺セグメント マルガメ セイメン		上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ										販売費及び一般管理費合計		36,167		36,276

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								減損損失 ゲンソン ソンシツ		1,218		1,030

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		0		100.0%				43,717		100.0%		45,813		100.0%		△ 2,096				43,717		100.0%				43,559		89,372		その他の営業収入 タ エイギョウ シュウニュウ		117		261

				セグメント利益 リエキ		0		ERROR:#DIV/0!				5,333		12.2%		6,478		14.1%		△ 1,145				5,333		12.2%				7,023		13,501		その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		41		150

作成者: 開示用の数字丸め有り


				海外事業セグメント カイガイ ジギョウ		上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ										営業利益（損失）		4,430		4,430

作成者: 開示用の数字丸め有り


						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								調整後EBITDA チョウセイゴ		7,681		7,449

作成者: 開示用の数字丸め有り


				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		0		100.0%				16,139		100.0%		16,566		100.0%		△ 427				16,139		100.0%				3458				金融収益 キンユウ シュウエキ		109		86

作成者: 開示用の数字丸め有り


				セグメント利益 リエキ		0		ERROR:#DIV/0!				1,734		10.7%		2,099		12.7%		△ 365				1,734		10.7%				271				金融費用 キンユウ ヒヨウ		123		29

作成者: 開示用の数字丸め有り


																																						

作成者: 開示用の数字丸め有り		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		経常利益（損失） ケイジョウ リエキ ソンシツ		4,490		4,490

				Consolidated PL (IFRS)																														持分法投資損益 モチブン ホウ トウシ ソンエキ		163		243

						FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017										税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		4,578		4,730

作成者: 開示用の数字丸め有り


						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue								法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		1,626		1,680

作成者: 開示用の数字丸め有り


				Revenue		0		100.0%				156,790		100.0%		77,627		100.0%		79,163				156,790		100.0%								当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,953		3,050

作成者: 開示用の数字丸め有り


				Operating profit		0		ERROR:#DIV/0!				5,464		3.5%		3,940		5.1%		1,524				5,464		3.5%								親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウ シャ		2,964		3,033

作成者: 開示用の数字丸め有り


																																						

作成者: 開示用の数字丸め有り
		Profit before tax		0		ERROR:#DIV/0!				4,840		3.1%		3,754		4.8%		1,086				4,840		3.1%								非支配持分 ヒ シハイ モチブン		(11)		17

				Profit for the year		0		ERROR:#DIV/0!				2,712		1.7%		2,579		3.3%		133				2,712		1.7%

				Profit for the year attributable to owners of the parent		0		ERROR:#DIV/0!				2,589		1.7%		2,838		3.7%		△ 249				2,589		1.7%								Profit for the year attributable to owners of the parent 

																																		parents のsはいらないようです

				Marugame Seimen 
segment		FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017

						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue								フォントとフォントサイズの混在

				Revenue		0		100.0%				43,717		100.0%		45,813		100.0%		△ 2,096				43,717		100.0%

				Operating profit of 
Marugame Seimen segment		0		ERROR:#DIV/0!				5,333		12.2%		6,478		14.1%		△ 1,145				5,333		12.2%								Segment profit

				Overseas 
segment		FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017										Ratio to prev. period = YoY

						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue

				Revenue		0		100.0%				16,139		100.0%		16,566		100.0%		△ 427				16,139		100.0%								% to revenue のeの切り方がおかしいので

				Operating profit of 
Marugame Seimen segment		0		ERROR:#DIV/0!				1,734		10.7%		2,099		12.7%		△ 365				1,734		10.7%								フォントサイズあるいは列の幅を変える必要があります





































出店計画

																										AS

								出店		退店		2020年
3月末 ネン ガツ マツ		投資額
（概算　百万円） トウシ ガク ガイサン ヒャクマンエン				2019年
3月 ネン ガツ														2020年3月期 ネン ガツキ		2021年3月期 ネン ガツキ		2022年3月期 ネン ガツキ		2023年3月期 ネン ガツキ		2024年3月期 ネン ガツキ

																										出店 シュッテン		小 ショウ				2		7		8		8		8

				国内 コクナイ				76		15		1,164		5,376				1,103										大 ダイ				1		6		6		7		7

						丸亀製麺		32		5		844		2,240				817										計 ケイ				3		13		14		15		15

						とん一 イチ		3		2		54		97				53								退店 タイ テン		小 ショウ				0		1		1		1		1

						カフェ		10		0		39		1,500				29										大 ダイ				0		0		0		0		0

						晩杯屋 バ		3		0		52		70				49										計 ケイ				0		1		1		1		1

						ずんどう屋 ヤ		3		0		48		191				45								純増 ジュン ゾウ		小 ショウ				2		6		7		7		7

						その他 タ		25		8		127		1,278				110										大 ダイ				1		6		6		7		7

				海外 カイガイ				145		24		696		1,940				575										計 ケイ				3		12		13		14		14

						連結子会社 レンケツ コガイシャ		69		12		229		1,850				172

						持分法適用会社 モチブン ホウ テキヨウ カイシャ		52		12		247		90				207								ずんどう屋 ヤ

						純粋ＦＣ ジュンスイ		24		0		220		0				196										Year0		Year1		Year2		Year3

				合 計 ゴウ ケイ				221		39		1,860		7,316				1,678										2019/03期 キ		2020/03期 キ		2021/03期 キ		2022/03期 キ

																										出店数 シュッテン スウ		9		3		10		10

						※その他　の内訳 タ ウチワケ																				退店数 タイ テン スウ		0		0		0		0

																										店舗数 テンポスウ		45		48		58		68













								Open		Close		2020
Mar						2019
Mar



				Domestic				76		15		1,164		5,376				1,103

						Marugame Seimen		32		5		844		2,240

						Butaya Tonichi （Tonkatsu,tonteki）		3		2		54		97

						Kona's CoffeeRoasted（Cafe）		10		0		39		1,500

						Banpaiya (Standing Bar)		3		0		52		70

						Zundoya (Ramen)		3		0		48		191

						Others		25		8		127		1,278

				Overseas				145		24		696		1,940

						Subsidiaries		69		12		229		1,850

						JVs		52		12		247		90

						FCs		24		0		220		0

				Total				221		39		1,860		7,316



















中期計画

				連結PL (IFRS) レンケツ

						2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期								H29.3期 キ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		156,790		-		108.1%		174,683		-		111.4%		200,803		-		115.0%				145,022

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		28,400		18.1%		229.0%		32,373		18.5%		114.0%		36,161		18.0%		111.7%				12,402

				営業利益 エイギョウ リエキ		5,464		3.5%		237.4%		9,086		5.2%		166.3%		12,045		6.0%		132.6%				2,302

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		4,840		3.1%		362.0%		8,500		4.9%		175.6%		11,481		5.7%		135.1%				1,337

				当期利益 トウキ リエキ		2,712		1.7%		1227.3%		5,615		3.2%		207.0%		7,712		3.8%		137.3%				221

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		2,589		1.7%		969.6%		5,434		3.1%		209.9%		7,488		3.7%		137.8%				267



				丸亀製麺セグメントPL マルガメ セイ メン

						2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		93,944		-		ERROR:#DIV/0!		99,307		-		105.7%		107,694		-		108.4%				0

				セグメント利益 リエキ		12,831		13.7%		ERROR:#DIV/0!		12,817		12.9%		99.9%		14,149		13.1%		110.4%				0



				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

						2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		32,915		-		ERROR:#DIV/0!		36,604		-		111.2%		41,549		-		113.5%				0

				セグメント利益 リエキ		3,789		11.5%		ERROR:#DIV/0!		4,452		12.2%		117.5%		4,913		11.8%		110.4%				0



				出店  シュッテン		221						326						412								退店 タイ テン		30期 キ		31期 キ		32期 キ

				　国内 コクナイ		76						138						199										15		16		16

				　海外 カイガイ		145						188						213										24		26		25

				累計店舗数 ルイケイ テンポ スウ		1,860						2,144						2,515								1,687

				　国内 コクナイ		1,164						1,286						1,469								1,103

				　海外 カイガイ		696						858						1,046								575





















				Consolidated PL (IFRS)

						FY2019						FY2020						FY2021								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		156,790		-		108.1%		174,683		-		111.4%		200,803		-		115.0%				95,587

				Adjusted EBITDA		28,400		18.1%		229.0%		32,373		18.5%		114.0%		36,161		18.0%		111.7%				12,799

				Operating profit		5,464		3.5%		237.4%		9,086		5.2%		166.3%		12,045		6.0%		132.6%				8,733

				Profit before tax		4,840		3.1%		362.0%		8,500		4.9%		175.6%		11,481		5.7%		135.1%				8,117

				Profit for the year		2,712		1.7%		1227.3%		5,615		3.2%		207.0%		7,712		3.8%		137.3%				5,242

				Profit for the year attributable to owners of the parents		2,589		1.7%		969.6%		5,434		3.1%		209.9%		7,488		3.7%		137.8%				5,212



				Ｍａｒｕｇａｍｅｓｅｉｍｅｎ segment

						FY2019						FY2020						FY2021								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		93,944		-		ERROR:#DIV/0!		99,307		-		105.7%		107,694		-		108.4%				6,255

				segment profit		12,831		13.7%		ERROR:#DIV/0!		12,817		12.9%		99.9%		14,149		13.1%		110.4%				436





				Overseas segment

						FY2018						FY2019						FY2020								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		32,915		-		ERROR:#DIV/0!		36,604		-		111.2%		41,549		-		113.5%				6,255

				segment profit		3,789		11.5%		ERROR:#DIV/0!		4,452		12.2%		117.5%		4,913		11.8%		110.4%				436



				Numbers of opening stores(numbers in overseas）		221				0.0%		326				0.0%		412				0.0%

				Total numbers of stores(numbers of overses)		1,860				0.0%		2,144				0.0%		2,515				0.0%				1,092		246



				Numbers of opening stores(numbers in overseas）

				Total numbers of stores(numbers of overses)





IFRS

		■2015年3月期：IFRS連結業績予想シミュレーション ネン ガツ キ レンケツ ギョウセキ ヨソウ

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		実績 ジッセキ		J-GAAP						IFRS				差異 サイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				0

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,564				営業利益 エイギョウ リエキ		4,177				△ 3,387

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,994				税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		3,602				△ 3,392

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,606				当期利益 トウキ リエキ		1,985				29

								　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,956				△ 650



		↓実績のJ-GAAPとIFRSの差異を元にIFRS予算を試算 ジッセキ サイ モト ヨサン シサン												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		予想 ヨソウ		J-GAAP						IFRS				調整 チョウセイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		84,803				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		84,803				0

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,200				営業利益 エイギョウ リエキ		3,900				△ 3,300

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,928				税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		3,628				△ 3,300

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,132				当期利益 トウキ リエキ		1,762				30

								　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,732				△ 400		※調整 チョウセイ





Sheet4

		連結純損益計算書の差異 レンケツ ジュンソンエキ ケイサンショ サイ

																						（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		日本基準（J-GAAP） ニホン キジュン						①日本基準（J-GAAP）の表示組替 ニホン キジュン ヒョウジ クミカエ						②国際会計基準（IFRS） コクサイ カイケイ キジュン						差異②－① サイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		0

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		0

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		0

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 57,421				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 57,421				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 58,605				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 1,183		※1

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,564				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 1,849				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 2,155				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 306		※2

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		277				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		338				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		324				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		△ 14

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		△ 848				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 342				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 374				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 32

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,994				営業利益 エイギョウ リエキ		5,711				営業利益 エイギョウ リエキ		4,175				営業利益 エイギョウ リエキ		△ 1,536

		特別利益 トクベツ リエキ		172				金融収益 キンユウ シュウエキ		111				金融収益 キンユウ シュウエキ		206				金融収益 キンユウ シュウエキ		95		※3

		特別損失 トクベツ ソンシツ		△ 2,068				金融費用 キンユウ ヒヨウ		△ 646				金融費用 キンユウ ヒヨウ		△ 637				金融費用 キンユウ ヒヨウ		9

		税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		5,098				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 77				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 130				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 53		※4

		法人税等 ホウジンゼイ トウ		△ 2,429				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		5,098				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		3,614				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		△ 1,484

		少数株主調整前当期純利益 ショウスウ カブヌシ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		2,669				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		△ 2,429				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		△ 1,603				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		826		※5

		少数株主損益 ショウスウ カブヌシ ソンエキ		△ 29				当期利益 トウキ リエキ		2,669				当期利益 トウキ リエキ		2,011				当期利益 トウキ リエキ		△ 658

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,640				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		2,640				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,982				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		△ 658

								　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		29				　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		29				　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		0

																				IFRSと日本基準の主な差異 ニホン キジュン オモ サイ

																		※1		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		△ 869		定額法への遡及修正 テイガク ホウ ソキュウ シュウセイ

				日本基準（J-GAAP） ニホン キジュン				国際会計基準（IFRS） コクサイ カイケイ キジュン												租税公課 ソゼイ コウカ		△ 344		法人税等（均等割）より振替 ホウジンゼイ トウ キントウワリ フリカエ

		営業利益 エイギョウ リエキ		売上総利益－販売費及び一般管理費 ウリアゲ ソウリエキ ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				売上総利益－販売費及び一般管理費－減損損失＋その他の営業収益－その他の営業費用 ウリアゲ ソウリエキ ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ ゲンソン ソンシツ タ エイギョウ シュウエキ タ エイギョウ ヒヨウ												その他 タ		30

																				計 ケイ		△ 1,183

		経常利益 ケイジョウ リエキ		営業利益＋営業外収益－営業外費用 エイギョウ リエキ エイギョウガイ シュウエキ エイギョウガイ ヒヨウ				経常利益、特別損益の概念はなく、金融収益、金融費用及び持分法による投資損益以外は、営業利益に加減 ケイジョウ リエキ トクベツ ソンエキ ガイネン キンユウ シュウエキ キンユウ ヒヨウ オヨ モチブンポウ トウシ ソンエキ イガイ エイギョウ リエキ カゲン										※2		減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 251		割引後CFとの比較 ワリビキ アト ヒカク

																				減損損失（のれん） ゲンソン ソンシツ		△ 55		非償却分を減損 ヒ ショウキャク ブン ゲンソン

		金融収益 キンユウ シュウエキ		－				受取利息、為替差益等 ウケトリ リソク カワセ サエキ トウ												計 ケイ		△ 306

		金融費用 キンユウ ヒヨウ		－				支払利息、為替差損等 シハライ リソク カワセ サソン トウ										※3		受取利息 ウケトリ リソク		95		敷金保証金を償却原価に シキキン ホショウキン ショウキャク ゲンカ

																				計 ケイ		95

																		※4		持分法による投資損失 モチブンポウ トウシ ソンシツ		△ 86		全ての共同支配企業を持分法適用に スベ キョウドウ シハイ キギョウ モチブンポウ テキヨウ

																				持分法による投資損失 モチブンポウ トウシ ソンシツ		33		持分法のれんの非償却 モチブンポウ ヒ ショウキャク

																				計 ケイ		△ 53

																		※5		法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		345		均等割を租税公課に振替 キントウワリ ソゼイ コウカ フリカエ

																				法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		132		税率変更による修正 ゼイリツ ヘンコウ シュウセイ

																				法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		349		IFRS修正に係る税効果調整 シュウセイ カカ ゼイ コウカ チョウセイ

																				計 ケイ		826



表示組替

IFRS調整



世界ランキング

				世界外食企業ランキング（上場企業）上位10社

						企業名		国名		売上高
（百万ドル）		決算期		展開ブランド

				1		McDonald's Corporation 		アメリカ		28,106		41609		McDonald's

				2		Starbucks Corporation 		アメリカ		14,892		41518		Starbucks

				3		Yum Brands Inc 		アメリカ		13,084		41609		KFC/Pizza Hut/Taco Bell、他

				4		Darden Restaurants Inc 		アメリカ		6,286		41760		Red Lobster/Olive Garden/
LongHorn Steakhouse、他

				5		AUTOGRILL SPA 		イタリア		6,207		41609		FC含む250ブランド以上を展開

				6		ゼンショーホールディングス		日本		4,679		41699		すき家/ココス/はま寿司、他

				7		Bloomin Brands Inc		アメリカ		4,129		41609		OUTBACK STEAKHOUSE
/CARRABBA'S、他

				8		ARCOS DORADOS 
HOLDINGS INCORPORATED 		アルゼンチン		4,033		41609		（中南米、カリブ海エリアの
McDonald's franchisee）

				9		Chipotle Mexican Grill, Inc. 		アメリカ		3,215		41609		Chipotle

				10		TIM HORTONS INCORPORATED		カナダ		3,162		41609		Tim Hortons、他

				（出所）各社決算資料等よりみずほ銀行産業調査部作成





						McDonald's Corporation 		(		アメリカ		)		28,106

						Starbucks Corporation 		(		アメリカ		)		14,892

						Yum Brands Inc 		(		アメリカ		)		13,084

						Darden Restaurants Inc 		(		アメリカ		)		6,286

						AUTOGRILL SPA 		(		イタリア		)		6,207

						ゼンショーホールディングス		(		日本		)		4,679

						Bloomin Brands Inc		(		アメリカ		)		4,129

						ARCOS DORADOS 
HOLDINGS INCORPORATED 		(		アルゼンチン		)		4,033

						Chipotle Mexican Grill, Inc. 		(		アメリカ		)		3,215

						TIM HORTONS INCORPORATED		(		カナダ		)		3,162



						McDonald's Corporation (アメリカ)		28,106

						Starbucks Corporation (アメリカ)		14,892

						Yum Brands Inc (アメリカ)		13,084

						Darden Restaurants Inc (アメリカ)		6,286

						AUTOGRILL SPA (イタリア)		6,207

						ゼンショーホールディングス(日本)		4,679

						Bloomin Brands Inc(アメリカ)		4,129

						ARCOS DORADOS 
HOLDINGS INCORPORATED (アルゼンチン)		4,033

						Chipotle Mexican Grill, Inc. (アメリカ)		3,215

						TIM HORTONS INCORPORATED(カナダ)		3,162





						TIM HORTONS Inc.(カナダ)		3,162

						Chipotle Mexican Grill, Inc. (アメリカ)		3,215

						ARCOS DORADOS HD Inc. (アルゼンチン)		4,033

						Bloomin Brands Inc.(アメリカ)		4,129

						ゼンショーホールディングス(日本)		4,679

						AUTOGRILL SPA (イタリア)		6,207

						Darden Restaurants Inc. (アメリカ)		6,286

						Yum Brands Inc. (アメリカ)		13,084

						Starbucks Corporation (アメリカ)		14,892

						McDonald's Corporation (アメリカ)		28,106









						TIM HORTONS Inc.		3,162

						Chipotle Mexican Grill, Inc. 		3,215

						ARCOS DORADOS HD Inc. 		4,033

						Bloomin Brands Inc.		4,129

						ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.		4,679

						AUTOGRILL SPA 		6,207

						Darden Restaurants Inc. 		6,286

						Yum Brands Inc. 		13,084

						Starbucks Corporation 		14,892

						McDonald's Corporation 		28,106





						McDonald's Corporation 		28,106

						Starbucks Corporation 		14,892

						Yum Brands Inc. 		13,084

						Darden Restaurants Inc. 		6,286

						AUTOGRILL SPA 		6,207

						ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.		4,679

						Bloomin Brands Inc.		4,129

						ARCOS DORADOS HD Inc. 		4,033

						Chipotle Mexican Grill, Inc. 		3,215

						TIM HORTONS Inc.		3,162



TIM HORTONS Inc.(カナダ)	Chipotle Mexican Grill, Inc. (アメリカ)	ARCOS DORADOS HD Inc. (アルゼンチン)	Bloomin Brands Inc.(アメリカ)	ゼンショーホールディングス(日本)	AUTOGRILL SPA (イタリア)	Darden Restaurants Inc. (アメリカ)	Yum Brands Inc. (アメリカ)	Starbucks Corporation (アメリカ)	McDonald's Corporation (アメリカ)	3162	3215	4033	4129	4679	6207	6286	13084	14892	28106	McDonald's Corporation 	Starbucks Corporation 	Yum Brands Inc. 	Darden Restaurants Inc. 	AUTOGRILL SPA 	ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.	Bloomin Brands Inc.	ARCOS DORADOS HD Inc. 	Chipotle Mexican Grill, Inc. 	TIM HORTONS Inc.	28106	14892	13084	6286	6207	4679	4129	4033	3215	3162	

基礎資料

		ＢＩ　「月別・日別推移」　→　「当月レート」　は、前月末のレートを採用 ツキベツ ヒ ベツ スイイ トウゲツ ゼンゲツ マツ サイヨウ

		閉店日　＞＝2016/03/31　（3/31以前に閉店した店舗は含まない） 　 開店日　＜＝2015/12/31（12/31以前に開店した店舗を含む）　など　　を選択 ヘイ テン テンポ フク カイテン ヒ イゼン カイテン テンポ フク

		*は取る ト

		開店、閉店の情報は、右クリックでロックする カイテン ヘイテン ジョウホウ ミギ

		⇒　2016/1/1から03/31まで、ひと月フルで営業していた店舗を対象にしている ツキ エイギョウ テンポ タイショウ

		1Q		閉店日　＞＝2018/3/31　		開店日 ＜＝2017/12/31

		2Q		閉店日　＞＝2018/06/30　		開店日 ＜＝2017/12/31

		3Q		閉店日　＞＝2018/09/30　		開店日 ＜＝2017/12/31

		4Q		閉店日　＞＝2018/12/31　		開店日 ＜＝2017/12/31

		※台湾は注意 タイワン チュウイ

		※丸亀製麺だけ絞る マ シボ

		アメリカ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		11,037,015		1,236,035,309		0		-		944,199,552		130.91%		1,085,440		887,294		122.3%		1,139		0		-		-		-		-		-		3

		2018/01		934,634		104,669,658		0		-		67,798,467		154.38%		94,437		67,217		140.5%		1,108		0		-		-		-		-		-

		2018/02		865,529		96,930,585		0		-		58,289,841		166.29%		86,893		58,009		149.8%		1,116		0		-		-		-		-		-

		2018/03		940,247		105,298,244		0		-		62,867,453		167.49%		93,828		62,064		151.2%		1,122		0		-		-		-		-		-

		2018/04		879,409		98,484,986		0		-		62,713,474		157.04%		88,931		61,268		145.2%		1,107		0		-		-		-		-		-

		2018/05		923,118		103,380,016		0		-		66,076,146		156.46%		92,310		63,938		144.4%		1,120		0		-		-		-		-		-

		2018/06		891,830		99,876,097		0		-		65,094,909		153.43%		89,438		63,065		141.8%		1,117		0		-		-		-		-		-

		2018/07		918,801		102,896,533		0		-		71,199,415		144.52%		91,340		67,966		134.4%		1,127		0		-		-		-		-		-

		2018/08		933,509		104,543,639		0		-		75,557,404		138.36%		90,175		71,798		125.6%		1,159		0		-		-		-		-		-

		2018/09		902,763		101,100,405		0		-		89,716,330		112.69%		87,740		82,737		106.0%		1,152		0		-		-		-		-		-

		2018/10		904,814		101,330,172		0		-		108,372,002		93.50%		87,870		96,758		90.8%		1,153		0		-		-		-		-		-

		2018/11		902,780		101,102,360		0		-		107,716,571		93.86%		87,338		96,159		90.8%		1,158		0		-		-		-		-		-

		2018/12		1,039,580		116,422,613		0		-		108,797,539		107.01%		95,140		96,315		98.8%		1,224		0		-		-		-		-		-

						34,334,314										30,151						1,139

						34,334

		韓国 カンコク

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		6,706,938,740		670,693,874		0		-		680,174,538		98.61%		755,090		803,853		93.9%		888		0		-		-		-		-		-		10

		2018/01		566,061,780		56,606,178		0		-		57,115,579		99.11%		66,453		66,098		100.5%		852		0		-		-		-		-		-

		2018/02		520,514,890		52,051,489		0		-		52,995,374		98.22%		60,381		61,720		97.8%		862		0		-		-		-		-		-

		2018/03		572,189,740		57,218,974		0		-		50,865,872		112.49%		66,336		59,949		110.7%		863		0		-		-		-		-		-

		2018/04		541,064,440		54,106,444		0		-		54,753,092		98.82%		60,522		65,413		92.5%		894		0		-		-		-		-		-

		2018/05		564,352,660		56,435,266		0		-		57,043,792		98.93%		63,559		68,308		93.0%		888		0		-		-		-		-		-

		2018/06		535,459,550		53,545,955		0		-		56,203,125		95.27%		60,112		67,006		89.7%		891		0		-		-		-		-		-

		2018/07		605,035,010		60,503,501		0		-		59,664,308		101.41%		68,244		70,970		96.2%		887		0		-		-		-		-		-

		2018/08		600,337,740		60,033,774		0		-		60,273,538		99.60%		67,212		71,770		93.6%		893		0		-		-		-		-		-

		2018/09		539,093,950		53,909,395		0		-		54,244,144		99.38%		58,602		64,180		91.3%		920		0		-		-		-		-		-

		2018/10		551,903,530		55,190,353		0		-		56,888,227		97.02%		61,414		67,561		90.9%		899		0		-		-		-		-		-

		2018/11		542,895,370		54,289,537		0		-		57,939,978		93.70%		59,548		68,212		87.3%		912		0		-		-		-		-		-

		2018/12		568,030,080		56,803,008		0		-		62,187,509		91.34%		62,707		72,666		86.3%		906		0		-		-		-		-		-

						5,589,116										6,292						888

						5,589

		台湾 タイワン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計				2,971,667,163										4,616,338								0		-		-		-		-		-		28

		2018/04		73,235,984		262,917,183		0		-		251,137,520		104.69%		389,494		407,124		95.7%		675		0		-		-		-		-		-

		2018/05		68,393,158		245,531,437		0		-		257,344,792		95.41%		378,505		388,993		97.3%		649		0		-		-		-		-		-

		2018/06		71,168,994		255,496,688		0		-		254,627,460		100.34%		391,780		386,317		101.4%		652		0		-		-		-		-		-

		2018/07		77,465,930		278,102,689		0		-		291,768,623		95.32%		431,510		435,155		99.2%		644		0		-		-		-		-		-

		2018/08		68,986,210		247,660,494		0		-		279,460,312		88.62%		400,710		422,766		94.8%		618		0		-		-		-		-		-

		2018/09		66,685,851		239,402,205		0		-		209,331,593		114.37%		368,591		319,832		115.2%		650		0		-		-		-		-		-

		2018/10		65,631,275		235,616,277		0		-		262,058,946		89.91%		359,469		395,002		91.0%		655		0		-		-		-		-		-

		2018/11		60,463,169		217,062,777		0		-		238,986,853		90.83%		350,028		358,597		97.6%		620		0		-		-		-		-		-

		2018/12		74,003,339		265,671,987		0		-		270,622,985		98.17%		418,034		405,124		103.2%		636		0		-		-		-		-		-

		2019/01		66,674,732		239,362,288		0		-		229,919,385		104.11%		376,272		353,655		106.4%		636		0		-		-		-		-		-

		2019/02		68,961,950		247,573,401		0		-		271,017,195		91.35%		380,474		385,962		98.6%		651		0		-		-		-		-		-

		2019/03		66,091,849		237,269,738		0		-		236,765,436		100.21%		371,471		349,155		106.4%		639		0		-		-		-		-		-

						8,844,248										13,739						644

						8,844

		ロシア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		249,820,501		489,648,182		0		-		606,340,489		80.75%		619,308		768,902		80.5%		791		0		-		-		-		-		-		7

		2018/01		23,475,281		46,011,550		0		-		37,642,492		122.23%		57,336		48,483		118.3%		802		0		-		-		-		-		-

		2018/02		23,467,768		45,996,825		0		-		41,677,393		110.36%		58,371		53,890		108.3%		788		0		-		-		-		-		-

		2018/03		28,161,829		55,197,185		0		-		55,066,665		100.24%		69,347		70,917		97.8%		796		0		-		-		-		-		-

		2018/04		29,134,888		57,104,380		0		-		51,409,079		111.08%		71,632		65,798		108.9%		797		0		-		-		-		-		-

		2018/05		28,300,303		55,468,594		0		-		51,420,349		107.87%		69,890		66,385		105.3%		794		0		-		-		-		-		-

		2018/06		29,105,898		57,047,559		0		-		51,120,385		111.59%		69,055		62,666		110.2%		826		0		-		-		-		-		-

		2018/07		26,761,752		52,453,033		0		-		47,238,507		111.04%		64,403		59,162		108.9%		814		0		-		-		-		-		-

		2018/08		25,422,365		49,827,835		0		-		46,456,545		107.26%		61,844		62,566		98.8%		806		0		-		-		-		-		-

		2018/09		11,250,390		22,050,764		0		-		56,269,767		39.19%		30,150		69,913		43.1%		731		0		-		-		-		-		-

		2018/10		12,932,184		25,347,080		0		-		59,012,452		42.95%		35,088		73,440		47.8%		722		0		-		-		-		-		-

		2018/11		11,807,845		23,143,376		0		-		56,289,703		41.11%		32,192		69,802		46.1%		719		0		-		-		-		-		-

		2018/12		0		0		0		-		52,737,152		0.00%		0		65,880		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

						6,359,067										8,043						791

						6,359

		中国 チュウゴク

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		253,847,903		4,257,029,327		0		-		4,276,874,170		99.54%		6,629,104		6,377,268		103.9%		642		0		-		-		-		-		-		69

		2018/01		21,499,479		360,546,268		0		-		354,313,915		101.76%		547,348		520,677		105.1%		659		0		-		-		-		-		-

		2018/02		19,902,231		333,760,419		0		-		317,080,764		105.26%		517,272		471,878		109.6%		645		0		-		-		-		-		-

		2018/03		21,157,732		354,815,159		0		-		340,711,334		104.14%		537,201		509,587		105.4%		660		0		-		-		-		-		-

		2018/04		20,238,475		339,399,222		0		-		339,685,662		99.92%		510,965		494,047		103.4%		664		0		-		-		-		-		-

		2018/05		20,188,411		338,559,649		0		-		350,489,524		96.60%		559,414		518,800		107.8%		605		0		-		-		-		-		-

		2018/06		21,499,488		360,546,409		0		-		380,465,857		94.76%		654,384		552,143		118.5%		551		0		-		-		-		-		-

		2018/07		24,090,931		404,004,918		0		-		401,912,616		100.52%		634,219		600,567		105.6%		637		0		-		-		-		-		-

		2018/08		23,709,415		397,606,893		0		-		391,397,135		101.59%		601,990		597,178		100.8%		660		0		-		-		-		-		-

		2018/09		20,247,900		339,557,280		0		-		340,705,766		99.66%		521,964		521,082		100.2%		651		0		-		-		-		-		-

		2018/10		20,449,485		342,937,857		0		-		340,641,385		100.67%		529,361		522,324		101.3%		648		0		-		-		-		-		-

		2018/11		19,610,734		328,872,006		0		-		339,044,797		97.00%		504,097		506,954		99.4%		652		0		-		-		-		-		-

		2018/12		21,253,622		356,423,248		0		-		380,425,416		93.69%		510,889		562,031		90.9%		698		0		-		-		-		-		-

						5,141,340										8,006						642

						5,141

		タイ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		136,089,230		485,838,550		0		-		539,844,041		90.00%		876,307		1,107,020		79.2%		554		0		-		-		-		-		-		22

		2018/01		13,421,005		47,912,987		0		-		40,074,580		119.56%		101,773		76,489		133.1%		471		0		-		-		-		-		-

		2018/02		11,488,032		41,012,276		0		-		37,324,473		109.88%		84,617		71,707		118.0%		485		0		-		-		-		-		-

		2018/03		12,723,835		45,424,091		0		-		42,611,486		106.60%		94,942		86,311		110.0%		478		0		-		-		-		-		-

		2018/04		12,840,018		45,838,865		0		-		45,051,056		101.75%		95,161		92,636		102.7%		482		0		-		-		-		-		-

		2018/05		12,432,458		44,383,875		0		-		37,668,891		117.83%		93,249		81,002		115.1%		476		0		-		-		-		-		-

		2018/06		12,305,931		43,932,174		0		-		45,718,692		96.09%		93,433		93,906		99.5%		470		0		-		-		-		-		-

		2018/07		12,344,254		44,068,987		0		-		46,736,223		94.29%		94,490		97,973		96.4%		466		0		-		-		-		-		-

		2018/08		12,112,614		43,242,032		0		-		48,688,249		88.81%		92,877		100,836		92.1%		466		0		-		-		-		-		-

		2018/09		11,428,445		40,799,549		0		-		49,654,757		82.17%		86,171		101,589		84.8%		473		0		-		-		-		-		-

		2018/10		5,156,638		18,409,197		0		-		46,566,077		39.53%		39,594		96,613		41.0%		465		0		-		-		-		-		-

		2018/11		7,520,459		26,848,037		0		-		46,014,052		58.35%		0		94,430		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

		2018/12		12,315,541		43,966,481		0		-		53,735,506		81.82%		0		113,528		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

						1,840,298										3,319						554

						1,840

		カンボジア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		723,052		80,974,591		0		-		79,876,540		101.37%		174,243		162,171		107.4%		465		0		-		-		-		-		-		1

		2018/01		60,902		6,820,403		0		-		5,835,079		116.89%		16,075		11,579		138.8%		424		0		-		-		-		-		-

		2018/02		54,361		6,087,933		0		-		5,431,325		112.09%		14,896		10,550		141.2%		409		0		-		-		-		-		-

		2018/03		61,330		6,868,311		0		-		6,083,072		112.91%		16,130		11,790		136.8%		426		0		-		-		-		-		-

		2018/04		62,016		6,945,199		0		-		6,234,230		111.40%		15,308		12,235		125.1%		454		0		-		-		-		-		-

		2018/05		55,382		6,202,267		0		-		6,263,222		99.03%		13,486		12,003		112.4%		460		0		-		-		-		-		-

		2018/06		57,645		6,455,609		0		-		6,783,814		95.16%		14,438		13,411		107.7%		447		0		-		-		-		-		-

		2018/07		55,777		6,246,474		0		-		7,030,093		88.85%		13,565		14,230		95.3%		460		0		-		-		-		-		-

		2018/08		61,259		6,860,382		0		-		7,381,441		92.94%		13,868		17,560		79.0%		495		0		-		-		-		-		-

		2018/09		56,863		6,368,142		0		-		6,971,815		91.34%		12,830		16,316		78.6%		496		0		-		-		-		-		-

		2018/10		66,844		7,485,806		0		-		7,285,194		102.75%		15,078		8,131		185.4%		496		0		-		-		-		-		-

		2018/11		61,908		6,933,024		0		-		7,221,156		96.01%		13,870		16,264		85.3%		500		0		-		-		-		-		-

		2018/12		68,765		7,701,041		0		-		7,356,099		104.69%		14,699		18,102		81.2%		524		0		-		-		-		-		-

						6,747,883										14,520						465

						6,748



		フィリピン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		69,533,573		157,145,876		0		-		51,237,143		306.70%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-		1

		2018/01		5,292,606		11,961,289		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/02		5,112,480		11,554,205		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/03		5,498,906		12,427,527		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/04		5,373,300		12,143,657		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/05		5,335,998		12,059,355		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/06		5,364,759		12,124,355		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/07		5,704,955		12,893,197		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/08		5,886,499		13,303,488		0		-		6,529,648		203.74%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/09		5,779,436		13,061,526		0		-		10,703,669		122.03%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/10		6,103,613		13,794,166		0		-		10,936,373		126.13%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/11		7,099,325		16,044,475		0		-		10,674,562		150.31%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/12		6,981,697		15,778,635		0		-		12,392,892		127.32%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

						13,095,490										0						ERROR:#DIV/0!

						13,095



				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン				検算 ケンザン

				アメリカ (本土・ハワイ） ホンド		34,334		30,151		1,139				30,151		0				9364837.1399935

				韓国 カンコク		5,589		6,292		888				6,292		0				16312.6546754795

				台湾 タイワン		8,844		13,739		644				13,739		0

				カンボジア		6,748		14,520		465				14,520		0

				ロシア（持分）		6,359		8,043		791				8,043		0

				中国（持分） チュウゴク モチブン		5,141		8,006		642				8,006		0

				タイ（持分）		1,840		3,319		554				3,319		0



				日本 ニホン		9,364		16,312		574				16,314		(2)



				Overseas Marugame Seimen brand　Basic information						(Monthly data per store)

						Sales
 (1,000 yen)		# of Guests
 (person)		Sales per Guest
 (yen)

				USA		34,334		30,151		1,139

				South Korea		5,589		6,292		888

				Taiwan (ROC)		8,844		13,739		644

				Cambodia		6,748		14,520		465

				Russia<JV>		6,359		8,043		791

				China(PRC) <JV>		5,141		8,006		642

				Thailand <JV>		1,840		3,319		554



				Japan		9,364		16,312		574

				過去データ カコ

				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン

				アメリカ		26,129		27,025		967

				韓国 カンコク		5,290		7,119		743

				台湾 タイワン		11,937		22,143		539

				ロシア（持分）		7,198		9,602		750

				中国（持分） チュウゴク モチブン		7,092		11,545		614

				タイ（持分）		2,457		4,910		500



				日本 ニホン		9,000		16,393		548







				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン

				アメリカ		31,554		31,756		994

				韓国 カンコク		6,005		7,465		804

				台湾 タイワン		16,033		24,226		662

				ロシア（持分）		7,736		10,644		727

				中国（持分） チュウゴク モチブン		8,479		12,302		689

				タイ（持分）		3,160		5,895		536



				日本 ニホン		8,836		16,213		545









Sheet8

		ＢＩ　「月別・日別推移」　→　「当月レート」　は、前月末のレートを採用

		閉店日　＞＝2016/03/31　（3/31以前に閉店した店舗は含まない） 　 開店日　＜＝2015/12/31（12/31以前に開店した店舗を含む）　など　　を選択

		*は取る

		開店、閉店の情報は、右クリックでロックする

		⇒　2016/1/1から03/31まで、ひと月フルで営業していた店舗を対象にしている

		1Q		閉店日　＞＝2019/3/31　		開店日 ＜＝2018/12/31

		2Q		閉店日　＞＝2019/06/30　		開店日 ＜＝2018/12/31

		3Q		閉店日　＞＝2019/09/30　		開店日 ＜＝2018/12/31

		4Q		閉店日　＞＝2019/12/31　		開店日 ＜＝2018/12/31

		※台湾は注意

		※丸亀製麺だけ絞る

		アメリカ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		3,775,772		420,005,085		0		-		305,840,278		137.33%		337,051		275,982		122.1%		1,246		0		-		-		-		-		-		5

		2019/01		1,330,758		146,330,201		0		-		103,856,746		140.90%		119,232		95,555		124.8%		1,227		0		-		-		-		-		-

		2019/02		1,184,941		132,559,354		0		-		96,738,622		137.03%		106,025		86,846		122.1%		1,250		0		-		-		-		-		-

		2019/03		1,260,073		141,115,529		0		-		105,244,911		134.08%		111,794		93,581		119.5%		1,262		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						28,000,339										22,470						1,246

						28,000

		韓国

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		1,580,603,090		158,813,746		0		-		166,848,993		95.18%		168,792		193,299		87.3%		941		0		-		-		-		-		-		10

		2019/01		531,204,040		53,226,645		0		-		56,384,924		94.40%		56,111		66,028		85.0%		949		0		-		-		-		-		-

		2019/02		497,843,510		50,431,548		0		-		53,101,644		94.97%		52,356		60,794		86.1%		963		0		-		-		-		-		-

		2019/03		551,555,540		55,155,554		0		-		57,362,425		96.15%		60,325		66,477		90.7%		914		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						5,293,792										5,626						941

						5,294

		台湾

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		232,899,909		816,303,255		0		-		758,783,227		107.58%		1,329,643		1,181,087		112.6%		614		0		-		-		-		-		-		31

		2019/04		73,674,211		265,227,160		0		-		261,160,848		101.56%		416,169		386,621		107.6%		637		0		-		-		-		-		-

		2019/05		75,733,337		260,522,679		0		-		238,959,394		109.02%		427,957		385,683		111.0%		609		0		-		-		-		-		-

		2019/06		83,492,361		290,553,416		0		-		258,662,985		112.33%		485,517		408,783		118.8%		598		0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

		2020/01																						0		-		-		-		-		-

		2020/02																						0		-		-		-		-		-

		2020/03																						0		-		-		-		-		-

						8,777,454										14,297						614

						8,777

		ロシア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計																						0		-		-		-		-		-		7

		2019/01																						0		-		-		-		-		-

		2019/02																						0		-		-		-		-		-

		2019/03																						0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						0										0						ERROR:#DIV/0!

						0

		中国

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		69,477,772		1,162,673,494		0		-		1,061,504,165		109.53%		1,630,424		1,625,313		100.3%		713		0		-		-		-		-		-		82

		2019/01		24,548,265		406,273,781		0		-		355,683,668		114.22%		572,525		567,131		101.0%		710		0		-		-		-		-		-

		2019/02		20,942,029		354,129,712		0		-		339,296,373		104.37%		481,953		503,492		95.7%		735		0		-		-		-		-		-

		2019/03		23,987,478		402,270,001		0		-		366,524,124		109.75%		575,946		554,690		103.8%		698		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						4,726,315										6,628						713

						4,726

		タイ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		34,435,354		123,136,542		0		-		136,646,473		90.11%		253,698		284,956		89.0%		485		0		-		-		-		-		-		24

		2019/01		11,696,125		41,638,205		0		-		46,666,141		89.23%		86,060		99,389		86.6%		484		0		-		-		-		-		-

		2019/02		10,642,945		38,314,601		0		-		42,171,387		90.85%		78,347		86,202		90.9%		489		0		-		-		-		-		-

		2019/03		12,096,285		43,183,736		0		-		47,808,945		90.33%		89,291		99,365		89.9%		484		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						1,710,230										3,524						485

						1,710

		カンボジア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		212,624		23,661,393		0		-		19,685,795		120.20%		44,272		47,403		93.4%		534		0		-		-		-		-		-		1

		2019/01		70,102		7,708,390		0		-		6,646,907		115.97%		14,847		15,975		92.9%		519		0		-		-		-		-		-

		2019/02		67,257		7,524,062		0		-		6,105,202		123.24%		14,023		14,947		93.8%		537		0		-		-		-		-		-

		2019/03		75,265		8,428,942		0		-		6,933,686		121.57%		15,402		16,481		93.5%		547		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						7,887,131										14,757						534

						7,887



		フィリピン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		63,548,033		143,724,744		0		-		52,754,174		272.44%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-		4

		2019/01		20,170,105		45,181,036		0		-		11,837,618		381.67%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/02		12,739,773		29,301,477		0		-		13,061,748		224.33%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/03		30,638,155		69,242,230		0		-		27,854,807		248.58%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/04														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/05														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/06														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/07														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/08														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/09														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/10														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/11														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/12														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

						11,977,062										0						ERROR:#DIV/0!

						11,977



				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)				検算

				アメリカ (本土・ハワイ）		28,000		22,470		1,246				22,470		0				9364837.1399935

				韓国		5,294		5,626		941				5,626		0				16312.6546754795

				台湾		8,777		14,297		614				14,297		0

				カンボジア		7,887		14,757		534				14,757		0

				ロシア（持分）		0		0		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				中国（持分）		4,726		6,628		713				6,628		0

				タイ（持分）		1,710		3,524		485				3,524		0



				日本		9,813		17,685		555				17,681		4



				Overseas Marugame Seimen brand　Basic information						(Monthly data per store)

						Sales
 (1,000 yen)		# of Guests
 (person)		Sales per Guest
 (yen)

				USA		28,000		22,470		1,246

				South Korea		5,294		5,626		941

				Taiwan (ROC)		8,777		14,297		614

				Cambodia		7,887		14,757		534

				China(PRC) <JV>		4,726		6,628		713

				Thailand <JV>		1,710		3,524		485



				Japan		9,813		17,685		555

				過去データ

				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)

				アメリカ		26,129		27,025		967

				韓国		5,290		7,119		743

				台湾		11,937		22,143		539

				ロシア（持分）		7,198		9,602		750

				中国（持分）		7,092		11,545		614

				タイ（持分）		2,457		4,910		500



				日本		9,000		16,393		548







				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)

				アメリカ		31,554		31,756		994

				韓国		6,005		7,465		804

				台湾		16,033		24,226		662

				ロシア（持分）		7,736		10,644		727

				中国（持分）		8,479		12,302		689

				タイ（持分）		3,160		5,895		536



				日本		8,836		16,213		545









株主還元

				配当の推移

						2012年3月期		2014年
3月期		2015年
3月期		2016年
3月期		2017年
3月期		2018年
3月期		2019年
3月期		2020年
3月期
(予想) ヨソウ

				1株当たりの
年間配当額 ア		15円50銭		8円00銭		10円00銭		24円00銭		26円00銭		26円50銭		1円50銭		12円50銭

				配当性向		19.90%		37.00%		20.50%		19.90%		20.00%		24.68%		24.10%		20.56%



																										株主優待の内容

																										保有株式数		優待内容		継続保有優遇 ケイゾク ホユウ ユウグウ

																										実施回数 ジッシ カイスウ		年2回 ネン カイ		左記に追加 サキ ツイカ		年2回 ネン カイ

																										100株以上～200株未満		4,000円相当の割引券 ワリビキケン				ー

																										200株以上～500株未満		4,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン

																										500株以上～1,000株未満		10,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン

																										1,000株以上		15,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン



				Changes in Dividends

						Year ended March 31, 2012		Year ended March 31, 2014		Year ended March 31, 2015		Year ended March 31, 2016		Year ended March 31, 2017		Year ended March 31, 2018		Year ended March 31, 2019		Year ended March 31, 2020
(estimated)

				Annual dividend per share		15.50yen		8.00yen		10.00yen		24.00yen		26.00yen		26.50yen		1.50yen		12.50yen																Annual dividend per share

				Dividend payout ratio		19.90%		37.00%		20.50%		19.90%		20.00%		20.00%		24.10%		20.56%																Dividend payout ratio



																										Shareholder incentives

																										Number of shares		Incentive		Preferential treatment for continuous holding

																										The number of times		Twice a year		Twice a year						Shareholder incentives

																										100 - 200		4,000 yen value coupon 		Add to left		-				Shareholder incentives

																										200 - 500		4,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 

																										500 - 1,000		10,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 

																										1,000+  		15,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 





丸亀製麺　既存店

																																				Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar

						2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		2018年
3月期 ネン ガツキ		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		10月																												2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月 ガツ		2月		3月		4月 ガツ		5月 ガツ		6月

						FY 2015		FY 2016		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep						FY 2015		FY 2016		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun

						FY 2015		FY 2016		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		FY 2017 		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月						FY 2015		FY 2016		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar

				Net Sales		106.7%		103.8%		104.8%		105.2%		107.0%		110.2%		104.2%		105.1%		100.6%		100.5%		107.6%		103.2%		103.1%		101.1%		104.4%		103.3%		94.4%		97.9%		96.3%		95.2%		92.2%		96.5%		101.8%		96.3%		97.6%		96.8%		99.6%		96.7%		110.1%		105.7%		103.0%		106.2%		111.3%						2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月

				# of guests - Head count		101.8%		103.0%		104.1%		102.5%		102.5%		104.2%		98.6%		101.4%		99.1%		98.6%		101.7%		99.7%		99.5%		98.2%		100.8%		97.6%		91.0%		95.2%		99.8%		97.5%		93.0%		93.9%		99.6%		96.1%		94.9%		96.6%		98.7%		99.0%		122.6%		106.6%		99.3%		104.1%		111.5%				売上 ウリアゲ		106.7%		103.8%		104.4%		103.3%		94.4%		97.9%		96.3%		95.2%		92.2%		96.5%		101.8%		96.3%								97%		110%		106%

				Sales per guest  - Average soend per head		106.7%		100.9%		100.7%		102.6%		104.4%		105.8%		105.7%		103.7%		101.5%		101.9%		105.8%		103.5%		103.7%		102.9%		103.5%		105.8%		103.8%		102.9%		96.5%		97.7%		99.1%		102.8%		102.2%		100.2%		102.9%		100.2%		100.9%		97.7%		89.8%		99.1%		103.7%		101.9%		99.9%				客数 キャクスウ		101.8%		103.0%		100.8%		97.6%		91.0%		95.2%		99.8%		97.5%		93.0%		93.9%		99.6%		96.1%								99%		123%		107%

																																				0%		1.30%		-1.42%		1.31%		2.16%		-3.53%		2.12%		1.36%		-1.32%						-2.1%		0.3%		-2.8%		-1.8%		1.7%		-1.2%		0.6%				客単価 キャクタンカ		106.7%		100.9%		103.5%		105.8%		103.8%		102.9%		96.5%		97.7%		99.1%		102.8%		102.2%		100.2%								98%		90%		99%

																																		売上 ウリアゲ

																																補正後 ホセイ ゴ		客数 キャクスウ		97.6%		92.3%		93.8%		101.1%		99.7%		89.5%		96.0%		101.0%		94.8%		94.9%		96.6%		96.6%		99.3%		119.8%		104.8%		101.0%		102.9%		112.1%

																																		客単価 キャクタンカ		105.8%		103.8%		102.9%		96.5%		97.7%		99.1%		102.8%		102.2%		100.2%		102.9%		100.2%		100.9%		97.7%		89.8%		99.1%		103.7%		101.9%		99.9%

				Net Sales																																																																						Net Sales

				# of guests - Head count																																																																						# of guests - Head count

				Sales per guest  - Average soend per head																																																																						Sales per guest  - Average soend per head



				売上 ウリアゲ																																																																						売上 ウリアゲ

				客数 キャクスウ																																																																						客数 キャクスウ

				客単価 キャクタンカ																																																																						客単価 キャクタンカ



																																		CM		110.0%		110.4%		79.4%		125.7%		73.0%		93.0%



				売上 ウリアゲ																																																																						売上 ウリアゲ

				客数 キャクスウ																																																																						客数 キャクスウ

				客単価 キャクタンカ																																																																						客単価 キャクタンカ



																																				0.9229357851
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1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	0.94899059526460705	0.96625631312856342	0.96596933318853218	0.99299999999999999	1.198	1.048	1.01	1.0289999999999999	1.121	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1.028875789193906	1.0017310931142946	1.0085696062261056	0.97699999999999998	0.89800000000000002	0.99099999999999999	1.0369999999999999	1.0189999999999999	0.999	







Sheet1

				FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018.2Q

				8,084,319		8,375,678		8,820,127		9,151,859		9,515,486		9,393,999

				8,084		8,376		8,820		9,152		9,515		9,394

												117.7%		112.2%

												1,431

				2013.04-2014.03		2014.04-2015.03		2015.04-2016.03		2016.04-2017.03		2017.04-2018.03		2018.04-2019.03

				2014年
3月期 ネン ガツキ		2015年
3月期 ネン ガツキ		2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		2019年
3月期3Q ネン ガツキ

				8,084,319		8,375,678		8,821,908		9,153,590		9,517,802		9290333.95227737

				8,084		8,376		8,822		9,154		9,518		9,290

												117.7%		114.9%

												1,433,483		1,206,015

				FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018.2Q

				2014年
3月期 ネン ガツキ		2015年
3月期 ネン ガツキ		2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		2019年
3月期3Q ネン ガツキ



2014年	
3月期	2015年	
3月期	2016年	
3月期	2017年	
3月期	2018年	
3月期	2019年	
3月期3Q	8084.3188461100035	8375.6776849462367	8821.9075525010794	9153.5900605864608	9517.8017006252685	9290.3339522773695	

IFRS16

				大きな変更点は、これまでのファイナンス・リースとオペレーティング・リースという分類がなくなり、あらゆるリースが資産計上されることだ。その結果、莫大な金額のリースが企業会計上に表面化することとなる。さらに、損益計算書上では、ほとんどのオペレーティング・リースの初期の影響が大きくなる。つまり、リースの初期費用が上がる。



				2019年の新基準適用以降、上場企業は2017年と18年の財務諸表にさかのぼって新基準適用を求められることとなる。非上場企業に関しても、同様に2018年と19年にさかのぼって適用となる。

				BS												ＰＬ

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				資産 シサン		○						○●				売上 ウリアゲ

				負債 フサイ		○						○●				販管費 ハ				●

																ＥＢＩＴＤＡ

				簿外 ボガイ				●								減価償却 ゲンカ ショウキャク		○						○●

																営業利益 エイギョウ リエキ

																財務費用 ザイム ヒヨウ		○						○●

																税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ





Sheet2

																								（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS（2019/4/1）※												ＰＬ(2019/4/1～2020/3/31)※

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								84,530				売上 ウリアゲ

				リース資産 シサン		5,658										販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン				15,443

				リース負債 フサイ		3,536						82,407				ＥＢＩＴＤＡ

																減価償却 ゲンカ ショウキャク		○						14,584

				簿外 ボガイ				●								営業利益 エイギョウ リエキ

																財務費用 ザイム ヒヨウ		○						498

																税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ



				BS（新規計上額）※ シンキ ケイジョウ ガク

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								78,872

				リース資産 シサン		○

				リース負債 フサイ		○						78,872



				簿外 ボガイ				●

				※IFRS16影響額に関しましては、将来期間の為替レートが不明、減損が未確定、社宅データが最新のものではないなど、

				数値の変動要素はありますので、その点はご留意ください。





Sheet3

																								（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS（2019/4/1）												ＰＬ(2019/4/1～2020/3/31)

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								84,530				売上 ウリアゲ

				リース資産 シサン		5,658										販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン				15,443

				リース負債 フサイ		3,536						82,407				ＥＢＩＴＤＡ

																減価償却 ゲンカ ショウキャク								14,584

				BS（新規計上額） シンキ ケイジョウ ガク												営業利益 エイギョウ リエキ

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン				財務費用 ザイム ヒヨウ								498

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース				税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ

				使用権資産 シヨウケン シサン								78,872

				リース資産 シサン

				リース負債 フサイ								78,872

				※IFRS16影響額に関しましては、将来期間の為替レートが不明、減損が未確定、社宅データが最新のものではないなど、

				数値の変動要素はありますので、その点はご留意ください。





Sheet6

																				（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS期首影響額 キシュ エイキョウガク										ＰＬ影響額(2019/4/1～2019/6/30) エイキョウガク

						旧会計基準(2019/3/31現在) キュウ カイケイ キジュン ゲンザイ		新基準により
追加的に認識(2019/4/1現在) シン キジュン ツイカテキ ニンシキ ゲンザイ		合計 ゴウケイ						旧会計基準 キュウ		IFRS16
影響額 エイキョウガク		新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース

				使用権資産 シヨウケン シサン				78,094		78,094				売上 ウリアゲ		39,212		0		39,212

				有形リース資産(期末帳簿価額) ユウケイ シサン キマツ チョウボ カガク		2,364				2,364				販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン		4,555		-3,735		819

				リース負債 フサイ		3,536		79,928		83,464				ＥＢＩＴＤＡ		3,653		3,624		7,277

				利益剰余金の減少(税効果会計等考慮後) リエキ ジョウヨキン ゲンショウ ゼイ コウカ カイケイ トウ コウリョ ゴ				880		880				減価償却 ゲンカ ショウキャク		1,126		3,624		4,751

														営業利益 エイギョウ リエキ		1,940		111		2,051

														金融費用 キンユウ ヒヨウ		345		124		469

														税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ		1,382		-13		1,369











将来イメージ



						2019年
3月 ネン ガツ		2020年
3月 ネン ガツ		2021年
3月 ネン ガツ		2022年
3月 ネン ガツ								2026年
3月 ネン ガツ				2019年
3月 ネン ガツ		2020年
3月 ネン ガツ		2021年
3月 ネン ガツ		2022年
3月 ネン ガツ				2026年
3月 ネン ガツ

				仮 カリ		145,190		166,116		192,054		218,455								350,000				145,190		166,116		192,054		218,455				350,000

								114%		116%		114%								ERROR:#DIV/0!						114%		116%		114%				ERROR:#DIV/0!

						0		39,203		52,239		67,284								150,000				0		39,203		52,239		67,284				150,000

																				500,000														500,000



								205,319		244,293		285,739														205,319		244,293		285,739

						120%		124%		127%		131%		134%		138%		142%		142%				120%		124%		127%		131%		ERROR:#REF!		142%
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				現状 ゲンジョウ												修正案 シュウセイ アン

						店舗数 テンポ スウ		売上（億円） ウリアゲ オク エン		売上（億円）
/店 ウリアゲ オク エン テン		月商（万円）
/店 ゲツ ショウ マン エン テン						店舗数 テンポ スウ		売上（億円） ウリアゲ オク エン		売上（億円）
/店 ウリアゲ オク エン テン		月商（万円）
/店 ゲツ ショウ マン エン テン

				北米 ホクベイ		1,000		1,000		1.0		833				北米 ホクベイ		1,000		1,000		1.0		833

				中南米 チュウナンベイ		200		100		0.5		417				中南米 チュウナンベイ		200		150		0.8		625

				欧州(+中東） オウシュウ チュウトウ		500		50		0.1		83		⇒		欧州(+中東） オウシュウ チュウトウ		500		350		0.7		583

				アジア		2,300		1,350		0.6		489				アジア		2,000		1,250		0.6		521

				日本 ニホン		2,000		2,500		1.3		1,042				日本 ニホン		2,000		2,000		1.0		833

																　TDJ以外 イガイ		300		250		0.8		694

						6,000		5,000		0.8		694						6,000		5,000		0.8		694
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丸亀製麺セグメント

 売上収益
 出店（前期分を含む）による寄与（+4.7%）に加え、既存店前年対比が

105.3%（+5.3%）であったため、前年同期比は108.5% （+8.5%） と
好調に推移

 セグメント利益
(プラス要因)
・原価率 ：前期比△0.8pt
・人件費率：前期比△0.4pt
・水道光熱費率：前期比△0.1pt
・その他経費率：前期比△0.4pt

（マイナス要因）
・広告宣伝費率：前期比+0.3pt

丸亀製麺セグメント 損益の概況

7

（単位：百万円）

金額 売上比 前期比 金額 売上比 計画比 金額 売上比

売上収益 49,183 100.0% 108.5% 47,039 100.0% 104.6% 45,346 100.0%

セグメント利益 7,832 15.9% 118.8% 6,650 14.1% 117.8% 6,595 14.5%

計画第2四半期 前年同期


2Q



				連結PL (IFRS) レンケツ

						第2四半期 ダイ シハンキ						計画 ケイカク								前年同期 マエ ネン ドウキ キ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネンヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		80,017		100.0%		111.2%		77,748		100.0%		102.9%				71,980		100.0%

				事業利益 ジギョウ リエキ				0.0%		ERROR:#DIV/0!		3,651		4.7%		0.0%						0.0%

				EBITDA				0.0%		ERROR:#DIV/0!		13,793		17.7%		0.0%						0.0%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ				0.0%		ERROR:#DIV/0!		14,093		18.1%		0.0%						0.0%

				営業利益 エイギョウ リエキ		5,084		6.4%		123.3%		3,359		4.3%		151.4%				4,122		5.7%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		4,100		5.1%		99.3%		3,073		4.0%		133.4%				4,127		5.7%

				四半期利益 シハンキ リエキ		2,601		3.3%		89.0%		2,009		2.6%		129.5%				2,923		4.1%				←値張り注意 アタイ バ チュウイ

				親会社の所有者に帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウ キ リエキ				0.0%		ERROR:#DIV/0!		1,948		2.5%		0.0%						0.0%



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		108.5%		47,039		100.0%		104.6%				45,346		100.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%				←　自動リンク ジドウ







				Consolidated PL (IFRS)																												Planned（計画した・された）　

						2Q FY 2019 						2Q FY 2019 (forecast) 								Previous period												一語だけでは違和感がありますがいかがでしょうか

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 				Amount		% to Revenue

				Revenue		80,017		100.0%		111.2%		77,748		100.0%		102.9%				71,980		100.0%										上期計画　H1 2018 (forecast) 

				Contribution margin		0		0.0%		ERROR:#DIV/0!		3,651		5%		0.0%				0		0.0%

				EBITDA		0		0.0%		ERROR:#DIV/0!		13,793		18%		0.0%				0		0.0%

				Adjusted EBITDA		0		0.0%		ERROR:#DIV/0!		14,093		18.1%		0.0%				0		0.0%										売上費　% to Sales 

				Operating profit		5,084		6.4%		123.3%		3,359		4.3%		151.4%				4,122		5.7%

				Profit before tax		4,100		5.1%		99.3%		3,073		4.0%		133.4%				4,127		5.7%										計画比 % to Plan 

				Profit for the year		2,601		3.3%		89.0%		2,009		2.6%		129.5%				2,923		4.1%

				Profit for the year attributable to owners of the parents		0		0.0%		ERROR:#DIV/0!		1,948		2.5%		0.0%				0		0.0%										前年比 YoY



				Marugameseimen segment																												英語では、表記の統一が重要になります。

				Revenue		49,183		100%		108.5%		47,039		100%		104.6%				45,346		100%										Pnanned(FY2018 2Q)

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%										 (2Q 2018) と期が前に来ます。

				Overseas segment																												カッコの前後には半角スペースが必要です。

				Revenue		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%





















4Q1



				連結PL (IFRS) レンケツ

						当期 トウキ										計画 ケイカク								前期 ゼンキ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		進捗率 シンチョク リツ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネンヒ				※値張りがあるので、計算式をチェック アタイ バ ケイサン シキ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		116,504		100.0%		49,660		100.0%		114.5%		112,233		100.0%		103.8%				101,779		100.0%		114.5%

				EBITDA		11,745		10.1%		-		-		-		-		-		-				12,167		12.0%		96.5%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		12,362		10.6%		-		-		96%		14,057		12.5%		87.9%				12,934		12.7%		95.6%

				営業利益 エイギョウ リエキ		7,635		6.6%		4,490		9.0%		88.6%		8,851		7.9%		86.3%				8,619		8.5%		88.6%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		7,175		6.2%		4,380		8.8%		84.8%		8,993		8.0%		79.8%				8,466		8.3%		84.8%

				当期利益 トウキ リエキ		4,663		4.0%		2,800		5.6%		83.5%		5,968		5.3%		78.1%				5,585		5.5%		83.5%				78.1%		※値張り アタイ バ

				親会社の所有者に帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウ キ リエキ		4,665		4.0%		2,810		5.7%		82.8%		5,970		5.3%		78.1%				5,631		5.5%		82.8%				78.1%		※値張り アタイ バ



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		49,660		100.0%		57.5%		89,306		100.0%		55.1%				85,598		100.0%		57.5%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		7,832		6.7%		-		-		-		14,913		-		-				13,674		13.4%		57.3%				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		49,660		100.0%		287.0%		6,876		100.0%		243.2%				5,826		100.0%		287.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		2,352		2.0%		-		-		-		366		-		-				363		0.4%		647.9%				←　自動リンク ジドウ

										　







				Consolidated PL (IFRS)

						FY 2017										FY 2017 Plan								Previous period

						Amount		Ratio to
Revenue		Planned		Ratio to
Revenue		Ratio to
Plannede		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Planned				Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		116,504		100.0%		49,660		100.0%		114.5%		112,233		100.0%		103.8%		0		101,779		100.0%		114.5%

				EBITDA		11,745		10.1%		-		-		-		-		-		-		0		12,167		12.0%		96.5%

				Adjusted EBITDA		12,362		10.6%		-		-		96%		14,057		12.5%		87.9%		0		12,934		12.7%		95.6%

				Operating profit		7,635		6.6%		4,490		9.0%		88.6%		8,851		7.9%		86.3%		0		8,619		8.5%		88.6%

				Profit before tax		7,175		6.2%		4,380		8.8%		84.8%		8,993		8.0%		79.8%		0		8,466		8.3%		84.8%

				Profit for the year		4,663		4.0%		2,800		5.6%		83.5%		5,968		5.3%		78.1%		0		5,585		5.5%		83.5%

				Profit for the year attributable to owners of the parents		4,665		4.0%		2,810		5.7%		82.8%		5,970		5.3%		78.1%		0		5,631		5.5%		82.8%

				Marugameseimen segment

				Revenue		49,183		100.0%		49,660		100.0%		57.5%		89,306		100.0%		55.1%		0		85,598		100.0%		57.5%

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		6.7%		-		-		-		14,913		-		-		0		13,674		13.4%		57.3%

				Overseas segment

				Revenue		16,720		100.0%		49,660		100.0%		287.0%		6,876		100.0%		243.2%		0		5,826		100.0%		287.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		2,352		2.0%		-		-		-		366		-		-		0		363		0.4%		647.9%





4Q



				連結PL (IFRS) レンケツ

						当期 トウキ						計画 ケイカク								前期 マエ ドウキ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		145,022		100.0%		124.5%		144,673		100.0%		100.2%				116,504		100.0%		124.5%

				EBITDA		8,671		6.0%		73.8%		-		-		-				11,745		10.1%		73.8%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		12,402		8.6%		100.3%		-		-		-				12,362		10.6%		100.3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		2,302		1.6%		30.2%		4,710		3.3%		48.9%				7,635		6.6%		30.2%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		1,337		0.9%		18.6%		4,219		2.9%		31.7%				7,175		6.2%		18.6%

				当期利益 トウキ リエキ		221		0.2%		4.7%		3,017		2.1%		7.3%				4,663		4.0%		4.7%				←値張り注意 アタイ バ チュウイ

				親会社の所有者に帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウ キ リエキ		267		0.2%		5.7%		3,105		2.1%		8.6%				4,665		4.0%		5.7%



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		108.5%		47,039		100.0%		104.6%				45,346		100.0%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%		0.0%				←　自動リンク ジドウ







				Consolidated PL (IFRS)																														Planned（計画した・された）　

						FY 2019 						Full -year forecast								FY 2018														一語だけでは違和感がありますがいかがでしょうか

						Millions of yen		Ratio to revenue		YoY change		Millions of yen		Ratio to revenue		Ratio to budget				Millions of yen		Ratio to revenue		YoY change

				Revenue		145,022		100.0%		124.5%		144,673		100.0%		100.2%				116,504		100.0%		124.5%										上期計画　H1 2018 (forecast) 

				EBITDA		8,671		6.0%		73.8%		-		-		-				11,745		10.1%		73.8%

				Adjusted EBITDA		12,402		8.6%		100.3%		-		-		-				12,362		10.6%		100.3%										売上費　% to Sales 

				Operating profit		2,302		1.6%		30.2%		4,710		3.3%		48.9%				7,635		6.6%		30.2%

				Profit before tax		1,337		0.9%		18.6%		4,219		2.9%		31.7%				7,175		6.2%		18.6%										計画比 % to Plan 

				Profit for the year		221		0.2%		4.7%		3,017		2.1%		7.3%				4,663		4.0%		4.7%

				Profit for the year attributable to owners of the parents		267		0.2%		5.7%		3,105		2.1%		8.6%				4,665		4.0%		5.7%										前年比 YoY



				Marugameseimen segment																														英語では、表記の統一が重要になります。

				Revenue		49,183		100%		108.5%		47,039		100%		104.6%				45,346		100%		0.0%										Pnanned(FY2018 2Q)

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%		0.0%										 (2Q 2018) と期が前に来ます。

				Overseas segment																														カッコの前後には半角スペースが必要です。

				Revenue		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%		0.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%		0.0%





















丸亀PL



				※項目　丸亀製麺を更新すれば他のセグメントもリンク コウモク マ コウシン タ																																																				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期 ダイ シハンキ						計画 ケイカク										前年同期 ゼンネン ドウキ																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキ ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキ ヒ																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		108.5%		47,039		100.0%		104.6%		104.6%				45,346		100.0%		108.5%																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%		117.8%				6,595		14.5%		118.8%		1,237																												税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Marugameseimen segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		49,183		100%		108.5%		47,039		100%		104.6%		104.6%				45,346		100%		108.5%										19,324		-		254.5%

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%		117.8%				6,595		14.5%		118.8%										14,576		75.4%		53.7%























とん一PL



																																																								その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				豚屋とん一セグメントPL  ブタ ヤ イチ																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期						計画										前年同期																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		1,827		100.0%		95.5%		1,940		100.0%		94.2%		94.2%				1,913		100.0%		95.5%																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ		55		3.0%		-		29		1.5%		188.2%		-				△ 11		-		-500.0%		66																												税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Butaya tonichi segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		1,827		100.0%		95.5%		1,940		100.0%		94.2%		94.2%				1,913		100.0%		95.5%										19,324		-		9.5%

				Operating profit of Butaya tonichi segment		55		3.0%		-		29		1.5%		2		-				△ 11		-		-500.0%										14,576		75.4%		0.4%























カフェPL



																																																								その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				カフェセグメントPL 																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期						計画										前年同期																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		2,595		100.0%		149.0%		2,278		100.0%		113.9%		113.9%				1,742		100.0%		149.0%																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ		116		4.5%		-		94		4.1%		123.4%		-				69		-		168.1%		47																												税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Butaya tonichi segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		2,595		100.0%		149.0%		2,278		100.0%		113.9%		113.9%				1,742		100.0%		149.0%										19,324		-		13.4%

				Operating profit of Butaya tonichi segment		116		4.5%		-		94		4.1%		1		-				69		-		168.1%										14,576		75.4%		0.8%























海外ＰＬ

				海外事業セグメントＰＬ カイガイ ジギョウ

						第2四半期						計画										前年同期

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%		102.0%				14,906		100.0%		112.2%

				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%		124.5%				1,695		11.4%		138.8%		657







				Overseas segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%		102.0%				14,906		100.0%		112.2%

				Operating profit of Overseas segment		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%		124.5%				1,695		11.4%		138.8%

















店舗数



								2019年
3月末 ネン ガツ マツ		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								出店		退店		2019年
9月末 ネン ガツ マツ

										1Q		2Q		3Q		4Q

				国内 コクナイ				1,103		7		0		-2		-4		36		16		1,123

						内、丸亀製麺 ウチ		817		7				-2		-4		11		4		824

				海外 カイガイ				575		-1				1		1		61		34		602

				合 計 ゴウ ケイ				1,678		6		0		-1		-3		97		50		1,725





								2019
Mar		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								Open		Close		2019
June

										1Q		2Q		3Q		4Q

				Domestic				1,103		7		0		(2)		(4)		36		16		1,123

						Marugame Seimen		817		7		0		(2)		(4)		11		4		824

				Overseas				575		(1)		0		1		1		61		34		602

				Total				1,678		6		0		(1)		(3)		97		50		1,725



















国内店舗数

				国内 コクナイ

				運営業態 ウンエイ ギョウタイ						2019年
3月末 ネン ガツ マツ		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								累計 ルイケイ				2019年
9月末 ネン ガツ マツ

												1Q		2Q		3Q		4Q		出店 シュッテン		退店 タイ テン

				丸亀製麺（うどん） マルガメ セイメン						817		5		1		2		-3		11		4		824

						RS				637		7				-2		-4		4		3		638

						SC				180		-2		1		4		1		7		1		186

				とりどーる（焼き鳥） ヤ トリ						15		-1		-1						0		2		13

				豚屋とん一等（豚カツ・トンテキ） ブタ ヤ イチ トウ トン						53										1		0		54

				丸醤屋（ラーメン） マル ジャン ヤ						11								-1		0		1		10

				長田本庄軒（焼きそば） ナ ヤ						10										2		0		12

				コナズ珈琲等（カフェ） コーヒー トウ						29										4		0		33

				天ぷらまきの（天ぷら定食） テン テン テイショク						11										5		0		16

				晩杯屋（立ち飲み） ※1 バン ハイ ヤ タ ノ						49										0		4		45

				ずんどう屋（ラーメン） ヤ						45										3		0		48

				その他 タ						63		-1				1		1		10		5		68				出店 シュッテン		ヤマキ 7、鳥八代 １、いぶき １、福はうち １ トリ ハチダイ フク

				合 計 ゴウ ケイ						1,103		3		0		3		-3		36		16		1,123				退店 タイテン		Collective 2、麺屋どおり １、ヤマキ ２、 メン ヤ









				Domestic

				Brands						Mar
2019		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								During period				Sep
2019								Roadside locations "roadside"は一語です。

												1Q		2Q		3Q		4Q		Open		Close

				Marugame Seimen (Udon)						817		5		1		2		-3		11		4		824								Mall locations/Shopping center locaitons

						Roadside locations				637		7		0		-2		-4		4		3		638

						Shopping center locaitons				180		-2		1		4		1		7		1		186								ショッピングセンターは固有名詞ではないので

				Toridoll (Yakitori)						15		-1		-1		0		0		0		2		13								最初だけ大文字です。

				Butaya Tonichi （Tonkatsu,tonteki）						53		0		0		0		0		1		0		54								とんいちの表記の揺らぎを統一する必要があります

				Marushoya (Ramen)						11		0		0		0		-1		0		1		10

				Nagatahonjoken (Yakisoba)						10		0		0		0		0		2		0		12

				Kona's CoffeeRoasted（Cafe）						29		0		0		0		0		4		0		33

				Makino（Tenpura）						11		0		0		0		0		5		0		16

				Banpaiya (Standing Bar)						49		0		0		0		0		0		4		45

				Zundoya (Ramen)						45		0		0		0		0		3		0		48

				Others						63		-1		0		1		1		10		5		68

				Total						1,103		3		0		3		-3		36		16		1,123























海外店舗数

						海外 カイガイ

						業態 ギョウタイ		運営形態 ウンエイ ケイタイ		持分
比率 モチブン ヒリツ		エリア		直営 チョクエイ								FC								総合計 ソウ ゴウケイ

														2019年 ネン		通期累計 ツウキ ルイ ケイ				2019年 ネン		2019年 ネン		通期累計 ツウキ ルイ ケイ				2019年 ネン

														3月末 ガツ マツ		出店 シュッテン		退店 シリゾ ミセ		9月末 ガツ マツ		3月末 ガツ マツ		出店 シュッテン		退店 シリゾ ミセ		9月末 ガツ マツ

						丸亀製麺 マルガメ セイメン		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		6		2		0		8		0		0		0		0		8

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		韓国 カンコク		6		0		-1		5		4		0		0		4		9

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		90%		台湾 タイワン		30		1		0		31		0		0		0		0		31

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		65%		カンボジア		2		0		-1		1		0		2		0		2		3

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		タイ		19		0		0		19		0		0		0		0		19

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		37%		中国 チュウゴク		76		9		-10		75		5		0		0		5		80		(丸亀製麺等） マルガメ セイメン トウ

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		33%		シンガポール		3		0		0		3		0		0		0		0		3

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		インドネシア		0		0		0		0		51		7		-1		57		57

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		ベトナム		0		0		0		0		10		0		0		10		10

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		オーストラリア		0		0		0		0		2		2		0		4		4

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		フィリピン		0		0		0		0		4		3		0		7		7

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		ロシア		0		0		0		0		6		1		0		7		7		⇒　次回より「ロイヤリティ収入」に変更 ジカイ シュウニュウ ヘンコウ

						譚仔雲南米線		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		中国(香港） チュウゴク ホンコン		53		2		0		55		0		0		0		0		55

						譚仔三哥米線		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		中国(香港） チュウゴク		54		4		0		58		0		0		0		0		58

						MONSTER CURRY		連結子会社 レンケツ コガイシャ		70%		シンガポール		13		0		0		13		0		0		0		0		13

						Wok to Walk		連結子会社 レンケツ コガイシャ		60%		欧州等 オウシュウ トウ		2		0		-2		0		101		11		-6		106		106		←将来的にはエリア別記載とChill Chillの分離を検討 ショウライテキ ベツ キサイ ブンリ ケントウ

						Boat Noodle等 トウ		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		49%		マレーシア等 トウ		65		3		-10		58		6		3		0		9		67		←ＦＣ：インドネシア、ブルネイ、シンガポール

						Boat Noodle		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		ミャンマー		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Shoryu（昇龍） ショウリュウ		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		39%		イギリス		11		0		0		11		0		0		0		0		11

						Poke		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		アメリカ等 トウ		32		0		-1		31		7		11		0		18		49

						とん一 イチ		連結子会社 レンケツ コガイシャ		90%		台湾 タイワン		4		0		-2		2		0		0		0		0		2

						Tokyo Table		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		1		0		0		1		0		0		0		0		1		←Saly Papa含む フク

						Crackin' Kitchen等 トウ		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						合　計 ア ケイ								379		21		-27		373		196		40		-7		229		602



						Overseas

						Brands		Units		Shareholding ratio		Area		 Own stores								FC								Total										3Q FY2017

														2019		FY2019				2019		2019		FY2019				2019												Open　Openings

														Mar		Openings		Closures		Sep		Mar		Openings		Closures		Sep												Close　Closures

						Marugame Seimen		Subsidiaries		100%		USA		6		2		0		8		0		0		0		0		8										Direct operation → Own stores

								Subsidiaries		100%		Korea		6		0		-1		5		4		0		0		4		9										Investment ratio → Shareholding ratio

								Subsidiaries		90%		Taiwan		30		1		0		31		0		0		0		0		31										Operation form → Units

								Subsidiaries		65%		Cambodia		2		0		-1		1		0		2		0		2		3										JVs → Joint ventures

								JVs		40%		Thailand		19		0		0		19		0		0		0		0		19

								JVs		37%		China		76		9		-10		75		5		0		0		5		80		(丸亀製麺等） マルガメ セイメン トウ								Zundouya は海外では　Zund　でしょうか

								JVs		33%		Singapore		3		0		0		3		0		0		0		0		3										また雲南ヌードルの社名も英語にしてください

								FCs		-		Indonesia		0		0		0		0		51		7		-1		57		57										Tam Jai Yunnan Mixian  

								FCs		-		Vietnam		0		0		0		0		10		0		0		10		10										Tam Jai Sam Gor Mixian

								FCs		-		Australia		0		0		0		0		2		2		0		4		4

								FCs		-		Philippines		0		0		0		0		4		3		0		7		7

								FCs		-		Russia		0		0		0		0		6		1		0		7		7										FCS → Franchise stores

						Tam Jai Yunnan Mixian  		Subsidiaries		100%		China		53		2		0		55		0		0		0		0		55

						Tam Jai Sam Gor Mixian		Subsidiaries		100%		China		54		4		0		58		0		0		0		0		58

						MONSTER CURRY		Subsidiaries		70%		Singapore		13		0		0		13		0		0		0		0		13

						Wok to Walk		Subsidiaries		60%		Europe, etc		2		0		-2		0		101		11		-6		106		106

						Boat Noodle, etc		JVs		49%		Malaysia, etc		65		3		-10		58		6		3		0		9		67		←将来的にはエリア別記載とChill Chillの分離を検討 ショウライテキ ベツ キサイ ブンリ ケントウ

						Boat Noodle		JVs		40%		Myanmar		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Shoryu		JVs		39%		UK		11		0		0		11		0		0		0		0		11

						Poke		JVs				USA, etc		32		0		-1		31		7		11		0		18		49

						Ton-ichi		Subsidiaries		90%		Taiwan		4		0		-2		2		0		0		0		0		2

						Tokyo Table		Subsidiaries		100%		USA		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Crackin' Kitchen		Subsidiaries		100%		USA		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Total								379		21		-27		373		196		40		-7		229		602







販管費

						↓　値張り アタイ バ																				Dec
2016		Increase of COGS ratio		Increase of labor cost ratio		Decrease of utitily cost ratio		Increase of Advertising cost ratio		Decrease of other cost ratio		Dec
2017						Outsourced expenses cost ratio

				IFRS																				A		0.0%		6.1%		5.2%		5.2%		5.37%		5.373%		0.0%						4.68%

						当期 トウ キ		前期 ゼン キ		当期 トウ キ		前期 ゼン キ												B		6.6%		0.5%		1.0%		0.3%		0.1%		0.1%		5.5%						0.7%

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		84,611,870,484		76,410,732,534		100.0%		100.0%								6.63%								7.1%		6.2%		5.5%		5.60%		5.47%								6.29%

				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		22,114,638,095		19,597,952,094		26.1%		25.6%		0.49%		0.5%				0.49%																		-0.003%

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		62,497,232,389		56,812,780,440		73.9%		74.4%		-0.49%		-0.5%				0.95%						12.63%												11.38%

				人件費 ジンケンヒ		25,998,829,075		22,750,669,742		30.7%		29.8%		0.95%		1.0%				-0.30%

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		5,600,694,221		5,285,510,882		6.6%		6.9%		-0.30%		-0.3%				0.11%

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		3,008,620,794		2,630,257,849		3.6%		3.4%		0.11%		0.2%				0.30%

				外部委託費 ガイブ イタク ヒ		1,204,491,635		556,939,561		1.4%		0.7%		0.69%		0.9%

				減価償却 ゲンカ ショウキャク		2,822,536,290		2,630,600,253		3.3%		3.4%		-0.11%		0.1%

				非経常的費用項目 ヒ ケイジョウ テキ ヒヨウ コウモク						0.0%		0.0%		0.00%		0.0%

				その他経費 タ ケイヒ		20,280,276,639		18,621,209,302		24.0%		24.4%		-0.40%		-0.4%

				販管費合計 ハンカンヒ ゴウケイ		56,092,912,364		49,844,587,336		66.3%		65.2%		1.06%		1.1%

				減損損失 ゲンソン ソンシツ		197,019,359		174,192,361		0.2%		0.2%		0.00%		0.0%

				その他の営業収益		209,974,802		373,096,998		0.2%		0.5%		-0.24%		-0.2%

				その他の営業費用		290,358,876		182,532,680		0.3%		0.2%		0.10%		0.1%

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,126,916,592		6,984,565,061		7.2%		9.1%		-1.90%		-1.9%

				金融収益		214,537,303		158,888,535		0.3%		0.2%		0.05%		0.0%

				金融費用		204,615,613		209,755,449		0.2%		0.3%		-0.03%		-0.0%

				持分法による投資損益		(45,923,735)		32,780,539		-0.1%		0.0%		-0.10%		-0.1%

				税引前利益-IFRS		6,090,914,547		6,966,478,686		7.2%		9.1%		-1.92%		-1.9%



				EBITDA		9,029,836,956		9,424,600,996		10.7%		12.3%		-1.66%		-1.7%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		9,625,721,108		9,650,528,423		11.4%		12.6%		-1.25%		0.1%





				※アウトラインの資料は＋－がややこしいので、アウトラインと違う資料をもらうこと！ シリョウ チガ シリョウ



						当期 トウ キ				前期 ゼン キ

				売上収益-IFRS		84,611,870,484				76,410,732,534

				売上原価-IFRS		22,114,638,095		26.1%		19,597,952,094		25.6%		0.5%

				売上総利益-IFRS		62,497,232,389		73.9%		56,812,780,440		74.4%		-0.5%

				役員報酬		108,250,002		0.1%		96,300,000		0.1%		0.0%

				従業員給与手当		4,251,910,385		5.0%		3,264,218,911		4.3%		0.8%

				従業員賞与		294,363,696		0.3%		347,556,450		0.5%		-0.1%

				従業員賞与引当金繰入額		263,711,252		0.3%		178,669,616		0.2%		0.1%

				アルバイト料		18,107,580,347		21.4%		16,321,483,339		21.4%		0.0%

				法定福利費		1,892,859,523		2.2%		1,521,885,102		2.0%		0.2%

				厚生費		273,222,179		0.3%		236,219,611		0.3%		0.0%

				退職給付費用		149,941,697		0.2%		133,743,809		0.2%		0.0%

				研修費		91,559,816		0.1%		53,362,661		0.1%		0.0%

				株式報酬費用		54,682,240		0.1%		61,835,720		0.1%		-0.0%

						25,998,829,075		30.7%		22,750,669,742		29.8%		1.0%

				減価償却費(販管)		2,822,536,290		3.3%		2,630,600,253		3.4%		-0.11%

				地代家賃		8,669,876,965		10.2%		7,984,604,610		10.4%		-0.20%

				電気料金		3,114,409,866		3.7%		2,811,307,132		3.7%		0.00%

				ガス料金		604,463,439		0.7%		521,485,071		0.7%		0.03%

				水道料金		1,861,837,616		2.2%		1,932,147,803		2.5%		-0.3%

						5,600,694,221		6.6%		5,285,510,882		6.9%		-0.3%

				備品消耗品費		1,536,121,739		1.8%		1,423,941,890		1.9%		-0.0%

				厨房備品食器費		616,137,407		0.7%		622,442,100		0.8%		-0.1%

				炭代		19,983,300		0.0%		20,570,876		0.0%		-0.0%

				被服費		310,825,129		0.4%		273,273,775		0.4%		0.0%

				開店時経費		250,779,337		0.3%		163,398,764		0.2%		0.1%

				定期メンテナンス費		476,580,650		0.6%		390,988,628		0.5%		0.1%

				保守点検料		2,054,919		0.0%		354,650		0.0%		0.0%

				警備料		595,671,384		0.7%		551,618,341		0.7%		-0.0%

				求人広告費		510,747,938		0.6%		535,394,523		0.7%		-0.1%

				支払手数料		657,366,431		0.8%		473,775,940		0.6%		0.2%

				荷造費		1,896		0.0%				0.0%		0.0%

				運搬費		964,386		0.0%				0.0%		0.0%

				リース・賃借料		26,867,764		0.0%		13,271,124		0.0%		0.0%

				外部委託費		1,204,491,635		1.4%		556,939,561		0.7%		0.7%												Dec
2016		Increase of COGS ratio		Increase of labor cost ratio		Decrease of utitily cost ratio		Increase of Advertising cost ratio		Decrease of other cost ratio		Dec
2017

				寄付金		15,017,016		0.0%		6,152,671		0.0%		0.0%												0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.00%		0.000%		0.0%

				衛生管理費		692,339,799		0.8%		609,215,331		0.8%		0.0%

				塵芥料		530,476,058		0.6%		504,529,603		0.7%		-0.0%												H29.3期
3Q キ		売上
原価率
の増加 ウリアゲ ゲンカ リツ ゾウカ		人件費率
の増加 ジンケンヒ リツ ゾウカ		水道
光熱費率
の減少 スイドウ コウネツヒ リツ ゲンショウ		広告宣伝費率
の増加 コウコク センデンヒ リツ ゾウカ		その他
経費率
の増加 タ ケイヒ リツ ゾウカ		H30.3期
3Q キ						外部委託費
の増加 ガイブ イタク ヒ ゾウカ

				お客様対応費		14,658,964		0.0%		13,904,231		0.0%		-0.0%

				商品開発費		48,854,784		0.1%		28,088,380		0.0%		0.0%

				業態開発費		7,795,434		0.0%		9,889,498		0.0%		-0.0%

				広告宣伝費		3,008,620,794		3.6%		2,630,257,849		3.4%		0.1%

				福利厚生費(販管)		1,296,795		0.0%				0.0%		0.0%

				接待交際費		85,773,510		0.1%		94,771,534		0.1%		-0.0%

				会議費		20,621,775		0.0%		13,479,002		0.0%		0.0%																悪化 アッカ		改善 カイゼン

				旅費交通費		641,341,918		0.8%		514,056,094		0.7%		0.1%														12.6%						12.6%

				通信費		406,286,357		0.5%		402,376,664		0.5%		-0.0%												原価 ゲンカ				0.5%				12.1%

				事業税等		4,283,742		0.0%				0.0%		0.0%												人件費 ジンケンヒ				1.0%				11.2%

				租税公課		383,083,463		0.5%		721,992,640		0.9%		-0.5%												水道光熱費 スイドウ コウネツヒ						0.3%		11.5%

				修繕費		1,010,202,596		1.2%		817,273,886		1.1%		0.1%												広告宣伝費 コウコク センデンヒ				0.1%				11.3%

				保険料		141,634,593		0.2%		117,153,401		0.2%		0.0%												外部委託費 ガイブ イタク ヒ				0.7%				10.6%

				貸倒引当金繰入額(販管)				0.0%		0		0.0%		0.0%																				10.6%

				のれん償却額				0.0%		0		0.0%		0.0%

				雑費		315,321,537		0.4%		240,056,292		0.3%		0.1%														11.4%						0.8%

				為替換算誤差		(4,495,999)		-0.0%		0		0.0%		-0.0%

				販売費及び一般管理費-IFRS		56,092,912,364		66.3%		49,844,587,336		65.2%		1.1%

				減損損失(特別)		197,019,359		0.2%		174,192,361		0.2%		0.0%

				減損損失-IFRS		197,019,359		0.2%		174,192,361		0.2%		0.0%

				受取協賛金		28,347,221		0.0%		7,182,014		0.0%		0.0%

				受取給付金				0.0%		18,631,066		0.0%		-0.0%

				受取保険金		8,389,093		0.0%		20,827,797		0.0%		-0.0%

				受取地代家賃		39,790,668		0.0%		29,405,074		0.0%		0.0%

				店舗閉鎖損失引当金戻入益		3,024,900		0.0%		42,842,250		0.1%		-0.1%

				その他の営業外収益		129,591,887		0.2%		103,524,768		0.1%		0.0%

				その他特別利益		831,033		0.0%		150,684,029		0.2%		-0.2%

				負ののれん償却額				0.0%		0		0.0%		0.0%

				その他の営業収益-IFRS		209,974,802		0.2%		373,096,998		0.5%		-0.2%

				固定資産除却損（営業外）		189,939,267		0.2%		63,302,783		0.1%		0.1%

				固定資産売却損(特別)		1,891,623		0.0%		5,436,180		0.0%		-0.0%

				固定資産除却損(特別)		15,054,213		0.0%		1,613,675		0.0%		0.0%

				その他の営業外費用		81,259,435		0.1%		30,858,047		0.0%		0.1%

				その他特別損失		2,214,338		0.0%		81,321,995		0.1%		-0.1%

				その他の営業費用-IFRS		290,358,876		0.3%		182,532,680		0.2%		0.1%

				営業利益-IFRS		6,126,916,592		7.2%		6,984,565,061		9.1%		-1.9%

				受取利息		111,269,374		0.1%		132,166,662		0.2%		-0.0%

				受取配当金		0		0.0%		1,082,988		0.0%		-0.0%

				為替差益		102,406,861		0.1%		25,243,762		0.0%		0.1%

				貸倒引当金戻入額		861,068		0.0%		395,123		0.0%		0.0%

				金融収益-IFRS		214,537,303		0.3%		158,888,535		0.2%		0.0%

				支払手数料（営業外）		176,301		0.0%				0.0%		0.0%

				支払利息及び割引料		204,439,312		0.2%		209,738,516		0.3%		-0.0%

				投資有証評価損(特別)				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替差損		0		0.0%		0		0.0%		0.0%

				貸倒引当金繰入額(営業外)				0.0%		16,933		0.0%		-0.0%

				金融費用-IFRS		204,615,613		0.2%		209,755,449		0.3%		-0.0%

				金融収益・費用純額-IFRS		9,921,690		0.0%		(50,866,914)		-0.1%		0.1%

				持分法による投資利益		0		0.0%		32,780,539		0.0%		-0.0%

				持分法による投資損失		45,923,735		0.1%		0		0.0%		0.1%

				持分法による投資損益-IFRS		(45,923,735)		-0.1%		32,780,539		0.0%		-0.1%

				税引前利益-IFRS		6,090,914,547		7.2%		6,966,478,686		9.1%		-1.9%

				法人税、住民税及び事業税		2,268,587,516		2.7%		2,404,932,387		3.1%		-0.5%

				法人税等調整額		(168,234,397)		-0.2%		(125,953,201)		-0.2%		-0.0%

				法人所得税費用-IFRS		2,100,353,119		2.5%		2,278,979,186		3.0%		-0.5%

				当期利益-IFRS		3,990,561,428		4.7%		4,687,499,500		6.1%		-1.4%

				少数株主損益		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				少数株主損益(控除)		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				当期利益(計)		3,976,600,697		4.7%		4,703,918,074		6.2%		-1.5%

				少数株主損益(加算)		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				少数株主損益調整前当期純利益2		3,990,561,428		4.7%		4,687,499,500		6.1%		-1.4%

				為替換算調整勘定-期首調整				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定-増減		(24,512,511)		-0.0%		(673,794,264)		-0.9%		0.9%

				為替換算調整勘定-組替調整額				0.0%		(8,967,051)		-0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定-換算調整		190,918,936		0.2%		(222,390,934)		-0.3%		0.5%

				為替換算調整勘定-税効果				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定		166,406,425		0.2%		(905,152,249)		-1.2%		1.4%

				在外営業活動体の換算差額-IFRS		166,406,425		0.2%		(905,152,249)		-1.2%		1.4%

				為替換算調整勘定-持分損益		60,941,835		0.1%		(655,780,616)		-0.9%		0.9%

				持分法適用会社に対する持分相当額		60,941,835		0.1%		(655,780,616)		-0.9%		0.9%

				その他の包括利益合計-IFRS		227,348,260		0.3%		(1,560,932,865)		-2.0%		2.3%

				包括利益-IFRS		4,217,909,688		5.0%		3,126,566,635		4.1%		0.9%

				親会社株主に係る包括利益		4,138,526,729		4.9%		3,251,408,331		4.3%		0.6%

				為替換算調整勘定-少持損益		65,422,228		0.1%		(108,423,122)		-0.1%		0.2%

				少数株主に係る包括利益		79,382,959		0.1%		(124,841,696)		-0.2%		0.3%

				資本剰余金期首残高		4,007,005,257		4.7%		3,946,667,082		5.2%		-0.4%

				資本剰余金期首残高計		4,007,005,257		4.7%		3,946,667,082		5.2%		-0.4%

				新株式発行高		0		0.0%				0.0%		0.0%

				ストックオプション行使		46,021,543		0.1%		61,421,483		0.1%		-0.0%

				子会社増加増加高(CS)		0		0.0%		580,547,721		0.8%		-0.8%

				持分増加増加高(CS)				0.0%		(580,547,721)		-0.8%		0.8%

				資本剰余増加(その他)				0.0%		(7,179,474)		-0.0%		0.0%

				資本剰余金増加額計		46,021,543		0.1%		54,242,009		0.1%		-0.0%

				資本剰余金期末残高計		4,053,026,800		4.8%		4,000,909,091		5.2%		-0.4%

				利益剰余金期首残高		25,668,638,036		30.3%		21,218,844,514		27.8%		2.6%

				利益剰余金期首調整額		144,544,938		0.2%		0		0.0%		0.2%

				利益剰余金期首残高計		25,813,182,974		30.5%		21218844514		27.8%		2.7%

				当期利益計		3,976,600,697		4.7%		4,703,918,074		6.2%		-1.5%

				子会社増加増加高(SS)		0		0.0%		-8607819577		-11.3%		11.3%

				子会社減少増加高(SS)		310		0.0%				0.0%		0.0%

				持分増加増加高(SS)				0.0%		8607819577		11.3%		-11.3%

				利益剰余金増加額計		3,976,601,007		4.7%		4703918074		6.2%		-1.5%

				支払配当金(前期分)		0		0.0%		1		0.0%		-0.0%

				支払配当金(期末)		1,127,884,966		1.3%		1039355784		1.4%		-0.0%

				子会社増加減少高(SS)		0		0.0%				0.0%		0.0%

				子会社減少減少高(SS)		3,106,557		0.0%		0		0.0%		0.0%

				持分減少減少高(SS)		0		0.0%		0		0.0%		0.0%

				利益剰余金減少額計		1,130,991,523		1.3%		1039355785		1.4%		-0.0%

				利益剰余金期末残高計		28,658,792,458		33.9%		24883406803		32.6%		1.3%



























































































































































A	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	0	6.1414073879174302E-2	5.1884232756536808E-2	5.18	84232756536808E-2	5.3728542335630798E-2	5.3728542335630798E-2	0	B	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	6.6298074929537765E-2	4.8840010503634623E-3	9.5298411226374946E-3	2.9795907585764281E-3	1.1352811794824377E-3	1E-3	5.4763246846318239E-2	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	1	





丸亀製麺　販管費

				2017.06		原価率 ゲンカ リツ		人件費率 ジンケンヒ		水道光熱費率 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費率 コウコク センデンヒ		その他経費率 タ ケイヒ		2018.06

				丸亀製麺 マ

				June
2017		COGS ratio		labor cost ratio		utitily cost ratio		Advertising cost ratio		other cost ratio		June
2018

						15.80%		15.10%		15.00%		15.00%		15.20%

				16.10%		0.30%		0.70%		0.10%		0.70%		0.50%		15.20%



				June
2017		COGS ratio		labor cost ratio		utitily cost ratio		Advertising cost ratio		other cost ratio		June
2018

						2.800%		2.100%		2.000%		2.000%		2.200%

				3.100%		0.30%		0.70%		0.10%		0.70%		0.50%		2.200%





				連結 レンケツ

				H29.03		原価 ゲンカ		人件費 ジンケンヒ		水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費 コウコク センデンヒ		その他経費 タ ケイヒ		H30.03

						24.80%		24.80%		25.50%

				26.50%		1.70%		0.70%		0.40%		0.00%		0.30%		24.20%



				H29.03		原価 ゲンカ		人件費 ジンケンヒ		水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費 コウコク センデンヒ		その他経費 タ ケイヒ		H30.03

						-0.200%		-0.200%		0.500%

				1.500%		1.70%		0.70%		0.40%						-0.800%

				Mar
2017		COGS ratio		labor cost ratio		utitily cost ratio		Advertising cost ratio		other cost ratio		Mar
2018						Outsourced expenses cost ratio

				0		150		250		100

				150		100		50		200		100



0	150	250	100	150	100	50	200	100	June	
2017	COGS ratio	labor cost ratio	utitily cost ratio	Advertising cost ratio	other cost ratio	June	
2018	2.7999999999999997E-2	2.0999999999999991E-2	1.999999999999999E-2	1.999999999999999E-2	2.1999999999999992E-2	June	
2017	COGS ratio	labor cost ratio	utitily cost ratio	Advertising cost ratio	other cost ratio	June	
2018	3.1E-2	3.0000000000000001E-3	7.0000000000000001E-3	1E-3	7.0000000000000001E-3	5.0000000000000001E-3	2.1999999999999992E-2	

海外概況

				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				アジア		台湾		出店拡大中		商品・マーケティング施策の強化により、直近では既存店前年比で前年を上回る月もある。経営体制を再整備し、更なる事業拡大に必要な体制を構築中。豚カツ業態も4店舗運営。 ショウヒン シサク キョウカ チョッキン キゾン テン ゼンネン ゼンネン ウワマワ ツキ ケイエイ タイセイ サイセイビ サラ ジギョウ カクダイ ヒツヨウ タイセイ コウチク ナカ		3,200百万 / 390百万  ヒャク マン ヒャクマン

						韓国		収益改善中		2018年に大幅な不採算店舗を閉店したことにより収益基盤が強化。今後は既存店の収益性の強化を図り、全社黒字を目指す。 ネン オオハバ フサイサン テンポ ヘイテン シュウエキ キバン キョウカ コンゴ キゾン テン シュウエキセイ キョウカ ハカ ゼンシャ クロジ メザ		550百万 / 5百万  ヒャク マン ヒャクマン						韓国				2018年に大幅な不採算店舗を閉店したことにより収益基盤が強化。2019年は既存店の収益性の強化を行い、全社黒字を目指す。 ネン オオハバ フサイサン テンポ ヘイテン シュウエキ キバン キョウカ ネン キゾン テン シュウエキセイ キョウカ オコナ ゼンシャ クロジ メザ

						中国		出店拡大中		北京、上海、香港などの大都市での展開に力点をおいて展開中。試験的に地方都市にも出店していたが、日本食に対して市場が未成熟であったこともあり苦戦。不採算店舗は閉鎖し、今後は十分な市場のある大都市にフォーカスする。 ペキン シャンハイ ホンコン ダイトシ テンカイ リキテン テンカイチュウ シケンテキ チホウ トシ シュッテン ニホンショク タイ シジョウ ミセイジュク クセン フサイサン テンポ ヘイサ コンゴ ジュウブン シジョウ ダイトシ								中国				北京、上海、香港などの大都市での展開に力点をおいて展開中。試験的に地方都市にも出店をしていたが、日本食に対して市場が未成熟であったこともあり、不採算店舗は閉鎖し、今後は十分な市場のある大都市にフォーカスする。 ペキン シャンハイ ホンコン ダイトシ テンカイ リキテン テンカイチュウ シケンテキ チホウ トシ シュッテン ニホンショク タイ シジョウ ミセイジュク フサイサン テンポ ヘイサ コンゴ ジュウブン シジョウ ダイトシ

						香港（雲南） ホンコン ウンナン				現在「譚仔雲南米線」「譚仔三哥米線」を計105店舗(12月末現在)を展開。香港で雲南ヌードル業態のシェアは7割と圧倒的なブランド力を誇る。
2社を統合管理するCEO、CFOをはじめ、マネジメント層を採用し 　グループ会社としてのガバナンス強化および更なる成長を実現する 　ための経営強化を図っている 。
現在はトリドールHDと協力しながらさらなるブランド強化のための施策やノウハウの伝承を実施中。将来的には、香港国内において150～160店舗体制を目指す。 ガツマツ リョク シサク デンショウ ジッシ チュウ タイセイ		3390百万 / 560百万  ヒャク マン ヒャクマン										2社を統合管理するCEO、CFOをはじめ、マネジメント層を採用し 　グループ会社としてのガバナンス強化および更なる成長を実現する 　ための経営強化を図っている 

				東南アジア トウナン		タイ 		収益改善中		店舗段階のEBITDAが平均で15%前後、25％前後の店舗が多数あり比較的堅調に推移している。不採算店舗の整理や本部費の合理化を図り、収益強化を図っている。								タイ 				店舗段階のEBITDAが平均で15%前後、25％前後の店舗が多数あり比較的堅調に推移している。不採算店舗の整理や本部費の合理化を図り、収益強化を図っている。 テンポ ダンカイ ヘイキン ゼンゴ ゼンゴ テンポ タスウ ヒカクテキ ケンチョウ スイイ フサイサン テンポ セイリ ホンブ ヒ ゴウリカ ハカ シュウエキ キョウカ ハカ

						インドネシア		出店拡大中		ジャカルタにおける主要モールを中心に丸亀製麺を展開すると共に、更なる拡大を狙い地方都市での拡大を図っている。顧客層の拡大も視野に入れたエクスプレス店の導入も検討中で、2025年までに100店舗展開を目指す。 コキャクソウ カクダイ シヤ イ テン ドウニュウ ケントウチュウ ネン テンポ テンカイ メザ				 				インドネシア				ジャカルタにおける主要モールを中心に丸亀製麺を展開すると共に、更なる拡大を狙い地方都市での拡大を図っている。顧客層の拡大も視野に入れたエクスプレス店の導入も検討中で、2025年までに100店舗展開を目指す。 コキャクソウ カクダイ シヤ イ テン ドウニュウ ケントウチュウ ネン テンポ テンカイ メザ

						ベトナム		収益改善中		ホーチミンの既存店の収益性向上に向け注力。実験店舗にて様々な施策を実施し、横展開を進める。加えて、ハノイ、ハイフォンなどの北部地域でサブフランチャイズでの出店を予定。 キゾン テン シュウエキセイ コウジョウ ム チュウ チカラ ジッケン テンポ サマザマ シサク ジッシ ヨコ テンカイ スス クワ ホクブ チイキ シュッテン ヨテイ								ベトナム				2019年はホーチミンの既存店の収益性の改善に力を入れる。実験店舗を導入し、様々な施策を実施、横展開を進めていく。加えて、ハノイ、ハイフォンといった北部地域でサブフランチャイズにて2-3店舗の出店を予定。 ネン キゾン テン シュウエキセイ カイゼン チカラ イ ジッケン テンポ ドウニュウ サマザマ シサク ジッシ ヨコ テンカイ スス クワ ホクブ チイキ テンポ シュッテン ヨテイ



				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				東南アジア トウナン		カンボジア		収益改善中		既存レギュラー店の収益が向上し、前年比で約110％の伸びを示している。直営店に加え、フランチャイズ加盟店の出店立地も確定しており、プノンペンにおける更なる展開が予定されている。郊外向けの新業態（丸亀製麺）も展開しており、より広範囲に展開できるよう模索中。		80百万 / △21百万  ヒャク マン ヒャクマン						カンボジア				既存レギュラー店の収益が向上し、前年比で約110％の伸びを示している。直営店に加え、フランチャイズ加盟店の出店立地も確定しており、プノンペンにおける更なる展開が予定されている。郊外向けの新業態（丸亀製麺）も展開しており、より広範囲に展開できるよう模索中。 キゾン テン シュウエキ コウジョウ ゼンネンヒ ヤク ノ シメ チョクエイ テン クワ カメイ テン シュッテン リッチ カクテイ サラ テンカイ ヨテイ コウガイ ム シンギョウタイ マルガメ セイメン テンカイ コウハンイ テンカイ モサクチュウ

						マレーシア
（ Boat Noodle 、他） ホカ		出店拡大中		主力業態であるBoatNoodleに力点を置いて展開中。マレーシア国内でBoatNoodleのみで50店舗（過去2年間で約40店舗の開店）を展開しており、現地で認知度の高いブランドとして成長している。
店舗段階のみならず、全社でもEBITDA20%を超える好業績で、今後の更なる発展が期待される。国外の展開も進み、ブルネイ、ミャンマー、インドネシア、シンガポールに出店済み。更なる進出に向けて取り組み中。								マレーシア
（ Boat Noodle 、他） ホカ				主力業態であるBoatNoodleに力点を置いて展開中。マレーシア国内でBoatNoodleのみで50店舗（過去2年間で約40店舗の開店）を展開しており、現地で認知度の高いブランドとして成長している。
店舗段階のみならず、全社でもEBITDA20%を超える好業績で、今後の更なる発展が期待される。国外の展開も進み、ブルネイ、ミャンマー、インドネシア、シンガポールに出店済み、更なる進出に向けて取り組み中。 シュリョク ギョウタイ リキテン オ テンカイチュウ コクナイ テンポ カコ ネンカン ヤク テンポ カイテン テンカイ ゲンチ ニンチド タカ セイチョウ テンポ ダンカイ ゼンシャ コ コウギョウセキ コンゴ サラ ハッテン キタイ コクガイ テンカイ スス シュッテン ズ サラ シンシュツ ム ト ク チュウ

						フィリピン				フランチャイズとして丸亀製麺１号店を2017年8月、2号店を2018年2月、3号店を同年8月、4号店を11月にをオープンしたが、いずれも好業績を維持。
今後は更なる拡大を狙いマニラ地域での出店を加速していく予定。 ゴウテン ネン ガツ ゴウ テン ドウ ネン ガツ ス ギョウセキ イジ コンゴ								フィリピン				2018年11月に4号店をオープンしたが、どの店舗も業績好調で年換算1,000万円以上の売上を誇る。2019年は更なる拡大を狙いマニラ地域での出店を加速していく予定。4月以降の出店攻勢で年間7店舗出店を目指す。 ネン ガツ ゴウテン テンポ ギョウセキ コウチョウ トシ カンサン マンエンイジョウ ウリアゲ ホコ ネン サラ カクダイ ネラ チイキ シュッテン カソク ヨテイ ガツ イコウ シュッテン コウセイ ネンカン テンポ シュッテン メザ

						ミャンマー
（Boat Noodle）				現地飲食最大手のYKKO社と合弁会社を設立し、２０１７年１０月よりBoatNoodle業態をフランチャイズで展開。これまでミャンマーにはないオシャレな空間と食事を楽しめるお店として受け入れられ、賑わいを見せている。現状、２店舗のオープンを目指している。								ミャンマー
（Boat Noodle）				現地飲食最大手のYKKO社と合弁会社を設立し、２０１７年１０月よりBoatNoodle業態をフランチャイズで展開。これまでミャンマーにはないオシャレな空間と食事を楽しめるお店として受け入れられ、賑わいを見せている。現状、２店舗のオープンを目指している。 カイシャ ゲンジョウ

						シンガポール
（丸亀製麺） マ				中国合弁を介してシンガポールにて3店舗出店。賃料は高いものの、認知拡大を目的に代表的なモールへ出店をしている。認知浸透と共に収益性も向上しており、当面は3店舗に集中して足場を固める方針。 リョウ セイ								シンガポール
（丸亀製麺） マ				中国合弁を介してシンガポールにて3店舗出店。家賃は高いものの、認知拡大を目的に代表的なモールへの出店をしている。認知浸透と共に収益も向上しており、当面は3店舗に集中して足場を固める方針。 チュウゴク ゴウベン カイ テンポ シュッテン ヤチン タカ ニンチ カクダイ モクテキ ダイヒョウテキ シュッテン ニンチ シントウ トモ シュウエキ コウジョウ トウメン テンポ シュウチュウ アシバ カタ ホウシン

						シンガポール
（MONSTER CURRY）				シンガポール国内で11店舗を展開中（2018年12月末現在）。シンガポールの日本式カレー市場で圧倒的なシェアNO.1を獲得している。
現在はトリドールHDと協働しながら、さらなる強みの強化とトリードールHDが所有する店舗運営ノウハウの継承を実施中。今後は、シンガポールの日本式カレー市場におけるポジショニングをさらに強化し、2025年までに20店体制を目指す。 コンゴ タイセイ メザ								シンガポール
（MONSTER CURRY）				現在、モンスターカレーはシンガポール国内で11店舗を展開中（2018年12月末現在）。「モンスターカレー」はシンガポールの日本式カレー市場で圧倒的なシェアNO.1を獲得している。現在はトリドールHDと協働しながら、さらなるモンスターカレーの強みの強化とトリードールが所有する店舗運営のノウハウの継承を実施中。これらを組み合わせることで、シンガポールの日本式カレー市場におけるモンスターカレーのポジショニングをさらに強化し、2025年までに20店に増やす。 ゲンザイ コクナイ テンポ テンカイチュウ ネン ガツ マツ ゲンザイ シジョウ ゲンザイ キョウドウ ツヨ キョウカ ショユウ ケイショウ ジッシチュウ ク ア ニホンシキ シジョウ キョウカ



				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				アメリカ		TDC（Tokyo Ｔable) 		－		1号店アーバイン店は世界でも上位の高い売上を堅持し、安定的な黒字体質。
2号店アルハンブラ店を業態転換した”日本の洋食”を軸にした新業態"Saly papa"は客数は確保するも客単価の向上に苦戦。		780百万 / △280百万  ヒャク マン ヒャクマン						TDC（Tokyo Ｔable) 		－		1号店アーバイン店は世界でも上位の高い売上を堅持し、安定的な黒字体質。2号店アルハンブラ店を業態転換した”日本の洋食”を軸にした新業態"Saly papa"は客数は確保するも客単価の向上に苦戦。撤退の方向性で検討をしている ケンジ アンテイテキ クロジタイシツ ギョウタイ テンカン シン キャクスウ カクホ キャクタンカ コウジョウ クセン テッタイ ホウコウセイ ケントウ

						丸亀製麺		本土一号店出店		ハワイWaikikki店は依然好調を維持　世界トップの売上を誇る（最高日商も更新）。
2017年9月にオープンしたロサンゼルス・Sawtelle店、2018年1月にオープンのサンフランシスコ・Stonestown店はさらなる改善が進み、売上が伸張。3号店がLA・ビバリーヒルズ店舗はモールの集客が鈍化しており店舗モデルの構築に苦戦。また、2018年12月に4号店がグレンデールにオープンし、米国では初の丸亀フードコートモデルの構築に取り組んでいる。 ネン ガツ		ハワイ
830百万 / 120百万
本土：軽微                  ホンド ケイビ						丸亀製麺		本土一号店出店		ハワイWaikikki店は依然好調を維持　世界トップの売上を誇る（最高日商も更新）。
2017年9月にオープンしたロサンゼルス・Sawtelle店、2018年1月にオープンのサンフランシスコ・Stonestown店はさらなる改善が進み、売上が伸張。3号店がLA・ビバリーヒルズ店舗はモールの集客が鈍化しており店舗モデルの構築に苦戦。また4号店のグレンデールがオープンし、米国では初の丸亀フードコートモデルの構築に取り組む サイコウ ニッショウ コウシン テン テン カイゼン スス ウリアゲ シンチョウ テンポ シュウキャク ドンカ テンポ コウチク クセン ゴウテン ベイコク ハツ マルガメ コウチク ト ク

						CRACKIN’KITCHEN		出店準備中		ハワイ店は依然好調を維持　世界１、２位の売上を誇る。2018年3月LAに本土１号店メニュー改善やマーケ施策が結果に結びつかず、閉店。		590百万 / 70百万  ヒャク マン ヒャクマン						CRACKIN’KITCHEN		出店準備中		ハワイ店は依然好調を維持　世界１、２位の売上を誇る。2018年3月LAに本土１号店メニュー改善やマーケ施策が結果に結びつかず、閉店 テン ネン ホンド ゴウテン カイゼン シサク ケッカ ムス ヘイテン

						POKE				2018年8月に出資を完了し提携開始。10-12月にかけて積極的に新店をオープンし、現在は32店舗体制に。2019年も約30店舗(すべてFC)の出店を計画中。品質保証や購買面で、トリドールHDのノウハウ移管を検討している。 タイセイ								POKE				2018年8月に出資を完了し提携開始。10-12月にかけて積極的に新店をオープンし、現在は30店舗強に。2019年も約30店舗(すべてFC)の積極出店を計画中。品質保証や購買面で、トリドールHDのノウハウ移管を検討している ネン ガツ シュッシ カンリョウ テイケイ カイシ セッキョクテキ ゲンザイ テンポ キョウ セッキョク シュッテン ケイカクチュウ ケントウ

				イギリス		Shoryu		出店拡大中		引き続きロンドンでのドミナント展開を進める。唯一の郊外店であるマンチェスター店とオクスフォード店は賃料や物流費などのコストカットを実施中。
単価を抑えたラーメンのほか、焼きそば・カツカレーなどの新メニューを導入。また、グデタマなどキャラクターを使用した販促のほか、店外からの視認性を高める施策など、集客に向けた取り組みも実施しており、全体として成果が出ている。								Shoryu				引き続きロンドンでのドミナント展開を進める。唯一の郊外店であるマンチェスター店とオクスフォード店は賃料や物流費などのコストカットを実施中。
商品は単価を抑えたラーメンや、グデタマなどキャラクターを使用した販促、焼きそばやカツカレーなどの新メニューを導入。店外からの視認性を高める施策など、集客に向けた取り組みも実施しており、全体として成果が出ている。 テンカイ ユイイツ コウガイ テン テン テン チンリョウ ブツリュウ ヒ ジッシ チュウ ショウヒン タンカ オサ シヨウ ハンソク ヤ シン ドウニュウ テン ガイ シニンセイ タカ シサク シュウキャク ム ト ク ジッシ ゼンタイ セイカ デ

				ロシア		丸亀製麺		収益改善中		2020年12月期より、合弁を解消し、全店FC化。これにより資金の外部調達も可能になり、モスクワにてFC、サブFC店の展開を画策、積極的な出店と既存店強化を目論む。
今後は、収益拡大とともにこれまで出店のなかった立地への新規出店を行い、店舗数の拡大を予定している。						ロシア		丸亀製麺		収益改善中		2020年12月期より、合弁を解消し、全店FC化。これにより資金の外部調達も可能になり、モスクワにてFC、サブFC店の展開を画策、積極的な出店と既存店強化を目論む。今後は、収益拡大とともに、ロシアにおけるTier oneモールからの誘いもある中で、これまで出店のなかった立地への新規出店を行い、店舗数の拡大を予定している。日本からのサポート方法についても、引き続き検討。 ネン ガツキ ゴウベン カイショウ ゼンテン カ シキン ガイブチョウタツ カノウ ミセ テンカイ カクサク セッキョクテキ シュッテン キョウカ モクロ コンゴ シュウエキカクダイ サソ ナカ シュッテン リッチ シンキ シュッテン オコナ テンポスウ カクダイ ヨテイ ニホン ホウホウ ヒ ツヅ ケントウ

				その他 タ		ＷＯＫ ＴＯ ＷＡＬＫ		出店拡大中		フランスにおける大型契約を含む複数のフランチャイジーが存在することにより、フランチャイズビジネスは堅調に推移し、順調に店舗数を拡大している。
苦戦中の米国での直営店は具材やオペレーションの見直しを行った。		軽微 ケイビ						ＷＯＫ ＴＯ ＷＡＬＫ				フランスにおける大型契約を含む複数のフランチャイジーが存在することにより、フランチャイズビジネスは堅調に推移し、順調に店舗数を拡大している。
苦戦中の米国での直営店は具材やオペレーションの見直しを行った。 ソンザイ ケンチョウ スイイ ジュンチョウ テンポ スウ カクダイ クセン チュウ ベイコク チョクエイテン グザイ ミナオ オコナ



				Area		Country/Brand		Status		Outline		PL Contribution (last year)
Sales / Segment profit

				Asia		Taiwan (ROC)		出店拡大中		Improves personnel system for staff sufficiency. Opening new stores. Operating 4 Tonkatsu stores.		3,200 mil. / 390 mil.

						S. Korea		収益改善中		Main stores keep good. Opening new stores.		350mil. / 5mil.

						China (PRC)		出店拡大中		Keeps good. Sales in coast cities (e.g., Shanghai) are nice. Currently 85 stores. "Hakatan-maru" ramen brand develops.

						Hong Kong (Yunnan)				Grouped in Feb-2018. Currently operating "Tam Chai Yunnan Noodle" and "TamJai SamGor Rice Noodle" stores (109 in total). 70% market share of Yunnan Noodle in Hong Kong. To open new stores in Hong Kong.		3390mil. / 560mil.

						Thailand		収益改善中		Management enhancement brings big profit improvement through 1) profit improvement of Existing Stores, 2) development of small stores (good sales with low initial costs), and 3) customization of HQ costs. To keep stable profits.

						Indonesia		出店拡大中		Develops Marugameseimen stores mainly in major Shopping Centers in Jakarta. Also examines other big cities. Marugame Seimen brand is Halal approved, and popular among local Muslims.				 

						Vietnam		Profit being improved		Saves opening stores in 2017 for yearly profit by improving organization system and management system.  To achieve monthly profits. Examines sub-franchising for further business expansion.

						Cambodia		Profit being improved		Sales of Existing Stores improved a lot. Portable stall type stores (with small initial costs) contribute to profit.  Launches new brand for casual Japanese foods in Feb. 2018, targeting wider range of market.		80mil. / △21mil.

						Malaysia
(Boat Noodle, Others)		Opening new stores		Operating approx. 70 stores of "Boat Noodle" and "CillCill" brands. Expanding with profits. Accelerating franchising in other countries such as Brunei, Indonesia, Myanmar and Singapore. Planning to expand to other countries.

						Philippines				Opens 1st Marugameseimen store in Aug-2017 and 2nd in Feb-2018 (both FC). Keep good. 4 more stores scheduled. Swift business expansion expected.

						Myanmar
(Boat Noodles)				Establishes JV company with YKKO (biggest local restaurant company), and franchises Boat Noodle brand since Oct. 2017. Widely accepted as uniquely fashionable restaurant with fun to eat. 2nd store to open.



				Area		Country/Brand		Status		Outline		PL Contribution (last year)
Sales / Segment profit

				USA		TDC (Tokyo Table)		New store to open		1st store in Irvine keeps good. One of world top sales/profits stores in Toridoll Group, whereas 2nd store in Alhambra is in tough. To change to "Western Japanese" like brand for profit improvement.		780mil. / △28mil.0 

						Marugame Seimen		New store to open		Waikiki Shop keeps good. World top 1-2 sales in Toridoll Group.  1st store in mainland opened in Sawtelle, LA in Sep. 2017.  2nd store in Stonestown, SF started with good launch in Jan. 2018 (same sales level as Waikiki Shop for the first weekend).  3rd store in Shopping Center around Beverly Hills to open.		Hawaii
830mil. / 120mil.
Main Land：small                 

						CRACKIN'KITCHEN		New store to open		Keeps good. World Top 1-2 sales in Toridoll Group.  Opens 1st in mainland store in LA in Mar. 2018.		140mil. / 5mil. 

				UK		Sakagura		-		Opens 1st store in November 2016. Introduced collaboration menus between Bent Box and Shoryu Ramen, and charbroil steaks and tempuras. Lava Plate stake from 2018 beginning becomes popular. Lower pricing contributes guest count (wider customer range) and sales. Keeps marketing measures (e.g.,  via SNS, Restaurant Week and Japanese Sake events) for brand awareness .

						Shoryu		Opening new stores		Some stores are in top sales group. Strategic dominance in London. Local cities to be only in Manchester and  Oxford. To improve profitability. New stores being prepared.

				Italy		Tokyo Table, Others		-		Opens "Bottega del Ramen" in Feb. and "Tokyo Table" in Mar, 2017.  "Bottega del Ramen" achieved monthly profit. "Tokyo table" marks record high in monthly sales for consecutive 2 months. Still not profit for whole business unit, and more sales necessary. Both stores to introduce new menus for summer. Expanding sales by delivery through Uber-eat and Deliveroo.		small

				Russia		Marugame Seimen				4 direct-operation stores and 3 FC stores in Moscow. Achieved all stores in the black. To develop more stores (especially in food court) as well as keeping stable profits.

				Others		WOK TO WALK		Opening new stores		Store aggressively expanding to 93 (including 3 direct-operation stores in US) after grouped. FC contracts in India, Israel, and newly Malta and Oman. Opens 1st direct-operation store In US in Feb, 2nd in Jul and 3rd store in Dec. 2017. Exploring other counties for FCs.		small





M&A　PMI

				ブランド		概要 ガイヨウ		PMIの状況 ジョウキョウ

				晩杯屋 バ		大衆酒場「晩杯屋」等を東京都内で運営するアクティブソース社の株式を取得（80.3%）しグループ会社化		・モデル店舗における丸亀製麺のノウハウを生かしたオペレーションの改善
・パート・アルバイト採用強化の仕組み導入、社内独立制度を含めた新人事制度の構築
・採用費や消耗品費など、グループ単価を採用することによる経費削減
・店舗タイプ別のスクリーニング要件、出店計画の策定、物件取得サポートの実施 フク シン ジンジ セイド コウチク ブッケン シュトク ジッシ				募集10人→100人規模に
物件情報が豊富　出店の精度が向上　投資検証表の活用など ボシュウ ニン ニン キボ ブッケン ジョウホウ ホウフ シュッテン セイド コウジョウ トウシ ケンショウ ヒョウ カツヨウ

				ずんどう屋 ヤ		主に関西において、とんこつラーメン店の「ずんどう屋」を運営するZUND社の株式を取得（80%）しグループ会社化		・モデル店舗におけるコンセプトのブラッシュアップと丸亀製麺のノウハウを生かしたオペレーションの改善
・当社ノウハウを活用した、採用における掲載媒体最適化の仕組み導入
・採用費や消耗品費など、グループ単価を採用することによる経費削減
・当社新店開発部による勝ちパターンの分析、優先出店エリアの決定　
・人事制度（賞与制度等）の再構築 トウ シャ

				「譚仔雲南米線」/「譚仔三哥米線」		スパイシー麺の人気チェーン店「譚仔雲南米線」および「譚仔三哥米線」の運営会社の株式をそれぞれ100%取得		・グループ会社としてのガバナンス強化及びトップマネジメント採用等、 　更なる成長を実現するための経営強化
・店舗、セントラルキッチンおよびバックオフィスにおける業務の整備
・華南地域を中心とした中国全土進出についても初期調査を開始







				Area		Country/Brand		Outline













BS

				連結BS (IFRS) レンケツ

						当期 トウ キ				前期末 ゼンキ マツ

						金額 キンガク		構成比 コウセイヒ		金額 キンガク		構成比 コウセイヒ		増減 ゾウゲン

				資産合計 シサン ゴウケイ		203,327		100.0%		117,833		100.0%		85,494

				流動資産 リュウドウ シサン		30,835		15.2%		21,752		18.5%		9,083

				非流動資産 ヒ リュウドウ シサン		172,491		84.8%		96,081		81.5%		76,410

				負債資本合計 フサイ シホン ゴウケイ		203,327		100.0%		117,833		100.0%		85,494

				負債合計 フサイ ゴウケイ		168,983		83.1%		82,830		70.3%		86,153

				（うち、有利子負債） ユウ リシ フサイ		149,030		73.3%		62,674		53.2%		86,356

				流動負債 リュウドウ フサイ		41,164		20.2%		25,953		22.0%		15,211

				非流動負債 ヒ リュウドウ フサイ		127,819		62.9%		56,878		48.3%		70,941

				資本合計 シホン ゴウケイ		34,343		16.9%		35,003		29.7%		△ 660						※値張り アタイ バ

				（うち、親会社の所有者） オヤガイシャ ショユウシャ		33,334		16.4%		33,979		28.8%		△ 645						※値張り アタイ バ



				ネット有利子負債/調整後EBITDA ユウ リシ フサイ チョウセイ ゴ		17.3				3.9				-







				Consolidated BS (IFRS)										(unit: Million yen)

						This period				End of previous year

						Amount		Ratio		Amount		Ratio		Difference

				Total assets		203,327		100.0%		117,833		100.0%		85,494						Including interest-bearing liabilities 

				Current assets		30,835		15.2%		21,752		18.5%		9,083						bearingの bと eの間のスペースを消してください

				Non-current assets		172,491		84.8%		96,081		81.5%		76,410						その下のliabilites、attributable にも不必要なスペースが見える気が

				Total liabilities and equity		203,327		100.0%		117,833		100.0%		85,494						するのですが大丈夫でしょうか

				Liabilities		168,983		83.1%		82,830		70.3%		86,153

				(Including interest-bearing liabilities)		149,030		73.3%		62,674		53.2%		86,356

				Current liabilities		41,164		20.2%		25,953		22.0%		15,211

				Non-current liabilities		127,819		62.9%		56,878		48.3%		70,941

				Total equity		34,343		16.9%		35,003		29.7%		△ 660

				(Equity attributable to 
owners of  the parent)		33,334		16.4%		33,979		28.8%		△ 645



				Net interest-bearing liabilities / Adjusted EBITDA 		17.3				3.9				-



















































CF

						連結CF (IFRS) レンケツ

								当期 トウ キ		前年同期 ゼンネン ドウキ		増減 ゾウゲン

						営業活動による
キャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		7,141		2,101		5,040

						投資活動による
キャッシュ・フロー トウシ カツドウ		△ 3,324		△ 2,489		△ 835

						財務活動による
キャッシュ・フロー ザイム カツドウ		5,091		4,296		795

						現金および現金同等物の
期末残高 ゲンキン ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		23,160		18,693		4,467







						Consolidated CF (IFRS)						(unit: Million yen)

								This period		Previous period		Difference								異なるフォントとサイズの混在

						Cash flows from operating activities		7,141		2,101		5,040								Cash flows from operating activities

						Cash flows from investing activities		△ 3,324		△ 2,489		△ 835								Cash flows from investing activities

						Cash flows from financing activities		5,091		4,296		795								Cash flows from financing activities

						Cash and cash equivalents at the end of the period		23,160		18,693		4,467								Cash and cash equivalents at the end of the period





業績予想



				連結PL (IFRS) レンケツ																								↓を更新 コウシン

						2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ				元予算 モト ヨサン										入力欄 ニュウリョク ラン		入力欄 ニュウリョク ラン

						連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ		連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								連結 レンケツ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		156,790		100.0%		145,022		100.0%		108.1%						109,660				通期				65,690,884		58,889,250

				事業利益 ジギョウ リエキ				0.0%				0.0%		ERROR:#DIV/0!

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		28,400		18.1%		12,402		8.6%		229.0%						14,042				修正予算 シュウセイ ヨサン

				営業利益 エイギョウ リエキ		5,464		3.5%		2,302		1.6%		237.4%						8,830				112,233				48,928,713		44,533,959

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		4,840		3.1%		1,337		0.9%		362.0%						8,850				28,854				5,885,933		3,572,111

				当期利益 トウキ リエキ		2,712		1.7%		221		0.2%		1227.3%						5,740				83,379				5,697,788		3,475,218

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		2,589		1.7%		267		0.2%		969.6%						5,714				33,900				2,134,985		1,016,223

																								7,488

				丸亀製麺セグメントPL マルガメ セイメン		2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ										11,401

				売上収益		93,944		100.0%		49,183		100.0%		191.0%						ERROR:#REF!				3,804

				セグメント利益 リエキ		12,831		13.7%		7,832		15.9%		163.8%

																				ERROR:#REF!				16,537

				海外事業セグメントPL		2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ										73,130

				売上収益		32,915		100.0%		16,720		100.0%		196.9%						ERROR:#REF!				1,400

				セグメント利益 リエキ		3,789		11.5%		2,352		14.1%		161.1%						ERROR:#REF!				233

																								231

																								8,851

																								14,057

																								278

				Consolidated PL (IFRS)																				257				↓を更新 コウシン

						FY 2018				FY 2017				YoY										4,490				入力欄 ニュウリョク ラン		入力欄 ニュウリョク ラン

						連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ		連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								連結 レンケツ				121

				Revenue		156,790		100.0%		145,022		100.0%		108.1%						109,660				8,993				65,690,884		58,889,250



				Adjusted EBITDA		28,400		18.1%		12,402		8.6%		229.0%						14,042				3,025

				Operating profit		5,464		3.5%		2,302		1.6%		237.4%						8,830				5,968				48,928,713		44,533,959

				Profit before tax		4,840		3.1%		1,337		0.9%		362.0%						8,850				5,970				5,885,933		3,572,111

				Profit for the year		2,712		1.7%		221		0.2%		1227.3%						5,740				-197.5%				5,697,788		3,475,218

				Profit for the year attributable to owners of the parent		2,589		1.7%		267		0.2%		969.6%						5,714								2,134,985		1,016,223

				Marugame Seimen
segment		FY 2018				FY 2017				YoY

				Revenue		93,944		100.0%		49,183		100.0%		191.0%						ERROR:#REF!								Segment profit

				Segment profit 		12,831		13.7%		7,832		15.9%		163.8%						ERROR:#REF!								Ratio to prev. period = YoY



				Overseas segment		FY 2018				FY 2017				YoY

				Revenue		32,915		100.0%		16,720		100.0%		196.9%						ERROR:#REF!

				Segment profit 		3,789		11.5%		2,352		14.1%		161.1%						ERROR:#REF!

























Sheet5



				連結PL (IFRS) レンケツ																																修正 シュウセイ		年初予算 ネンショ ヨサン

						上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ						上期計画 カミキ ケイカク		当初計画 トウショ ケイカク		売上収益 ウリア シュウエキ		56,195		56,195

作成者: 開示用の数字丸め有り

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								売上原価 ウリアゲ ゲンカ		14,451		14,572

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		80,017		100.0%				76,773		100.0%		77,627		100.0%		△ 854				156,790		100.0%				53,465				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		41,744		41,623

作成者: 開示用の数字丸め有り


				営業利益 エイギョウ リエキ		5,084		6.4%				380		0.5%		3,940		5.1%		△ 3,560				5,464		3.5%				4,400				人件費　　計 ジンケンヒ ケイ		16,774		16,908

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		4,100		5.1%				740		1.0%		3,754		4.8%		△ 3,014				4,840		3.1%				4,120				水光熱費　計 スイ コウネツヒ ケイ		3,689		3,589

				当期利益 トウキ リエキ		2,601		3.3%				111		0.1%		2,579		3.3%		△ 2,468				2,712		1.7%				2,690				地代家賃		5,699		5,826

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		0		0.0%				2,589		3.4%		2,838		3.7%		△ 249				2,589		1.7%				2,681				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		1,957		2,102

																																		その他一般管理費計 タ イッパン カンリヒ ケイ		8,048		7,851

				丸亀製麺セグメント マルガメ セイメン		上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ										販売費及び一般管理費合計		36,167		36,276

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								減損損失 ゲンソン ソンシツ		1,218		1,030

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%				43,717		100.0%		45,813		100.0%		△ 2,096				92,900		100.0%				43,559		89,372		その他の営業収入 タ エイギョウ シュウニュウ		117		261

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%				5,333		12.2%		6,478		14.1%		△ 1,145				13,165		14.2%				7,023		13,501		その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		41		150

作成者: 開示用の数字丸め有り


				海外事業セグメント カイガイ ジギョウ		上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ										営業利益（損失）		4,430		4,430

作成者: 開示用の数字丸め有り


						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								調整後EBITDA チョウセイゴ		7,681		7,449

作成者: 開示用の数字丸め有り


				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%				16,139		100.0%		16,566		100.0%		△ 427				32,859		100.0%				3458				金融収益 キンユウ シュウエキ		109		86

作成者: 開示用の数字丸め有り


				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%				1,734		10.7%		2,099		12.7%		△ 365				4,086		12.4%				271				金融費用 キンユウ ヒヨウ		123		29

作成者: 開示用の数字丸め有り


																																						

作成者: 開示用の数字丸め有り		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		経常利益（損失） ケイジョウ リエキ ソンシツ		4,490		4,490

				Consolidated PL (IFRS)																														持分法投資損益 モチブン ホウ トウシ ソンエキ		163		243

						FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017										税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		4,578		4,730

作成者: 開示用の数字丸め有り


						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue								法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		1,626		1,680

作成者: 開示用の数字丸め有り


				Revenue		80,017		100.0%				76,773		100.0%		77,627		100.0%		△ 854				156,790		100.0%								当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,953		3,050

作成者: 開示用の数字丸め有り


				Operating profit		5,084		6.4%				380		0.5%		3,940		5.1%		△ 3,560				5,464		3.5%								親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウ シャ		2,964		3,033

作成者: 開示用の数字丸め有り


																																						

作成者: 開示用の数字丸め有り
		Profit before tax		4,100		5.1%				740		1.0%		3,754		4.8%		△ 3,014				4,840		3.1%								非支配持分 ヒ シハイ モチブン		(11)		17

				Profit for the year		2,601		3.3%				111		0.1%		2,579		3.3%		△ 2,468				2,712		1.7%

				Profit for the year attributable to owners of the parent		0		0.0%				2,589		3.4%		2,838		3.7%		△ 249				2,589		1.7%								Profit for the year attributable to owners of the parent 

																																		parents のsはいらないようです

				Marugame Seimen 
segment		FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017

						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue								フォントとフォントサイズの混在

				Revenue		49,183		100.0%				43,717		100.0%		45,813		100.0%		△ 2,096				92,900		100.0%

				Operating profit of 
Marugame Seimen segment		7,832		15.9%				5,333		12.2%		6,478		14.1%		△ 1,145				13,165		14.2%								Segment profit

				Overseas 
segment		FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017										Ratio to prev. period = YoY

						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue

				Revenue		16,720		100.0%				16,139		100.0%		16,566		100.0%		△ 427				32,859		100.0%								% to revenue のeの切り方がおかしいので

				Operating profit of 
Marugame Seimen segment		2,352		14.1%				1,734		10.7%		2,099		12.7%		△ 365				4,086		12.4%								フォントサイズあるいは列の幅を変える必要があります





































出店計画

																										AS

								出店		退店		2020年
3月末 ネン ガツ マツ		投資額
（概算　百万円） トウシ ガク ガイサン ヒャクマンエン				2019年
3月 ネン ガツ														2020年3月期 ネン ガツキ		2021年3月期 ネン ガツキ		2022年3月期 ネン ガツキ		2023年3月期 ネン ガツキ		2024年3月期 ネン ガツキ

																										出店 シュッテン		小 ショウ				2		7		8		8		8

				国内 コクナイ				76		15		1,164		5,376				1,103										大 ダイ				1		6		6		7		7

						丸亀製麺		32		5		844		2,240				817										計 ケイ				3		13		14		15		15

						とん一 イチ		3		2		54		97				53								退店 タイ テン		小 ショウ				0		1		1		1		1

						カフェ		10		0		39		1,500				29										大 ダイ				0		0		0		0		0

						晩杯屋 バ		3		0		52		70				49										計 ケイ				0		1		1		1		1

						ずんどう屋 ヤ		3		0		48		191				45								純増 ジュン ゾウ		小 ショウ				2		6		7		7		7

						その他 タ		25		8		127		1,278				110										大 ダイ				1		6		6		7		7

				海外 カイガイ				145		24		696		1,940				575										計 ケイ				3		12		13		14		14

						連結子会社 レンケツ コガイシャ		69		12		229		1,850				172

						持分法適用会社 モチブン ホウ テキヨウ カイシャ		52		12		247		90				207								ずんどう屋 ヤ

						純粋ＦＣ ジュンスイ		24		0		220		0				196										Year0		Year1		Year2		Year3

				合 計 ゴウ ケイ				221		39		1,860		7,316				1,678										2019/03期 キ		2020/03期 キ		2021/03期 キ		2022/03期 キ

																										出店数 シュッテン スウ		9		3		10		10

						※その他　の内訳 タ ウチワケ																				退店数 タイ テン スウ		0		0		0		0

																										店舗数 テンポスウ		45		48		58		68













								Open		Close		2020
Mar						2019
Mar



				Domestic				76		15		1,164		5,376				1,103

						Marugame Seimen		32		5		844		2,240

						Butaya Tonichi （Tonkatsu,tonteki）		3		2		54		97

						Kona's CoffeeRoasted（Cafe）		10		0		39		1,500

						Banpaiya (Standing Bar)		3		0		52		70

						Zundoya (Ramen)		3		0		48		191

						Others		25		8		127		1,278

				Overseas				145		24		696		1,940

						Subsidiaries		69		12		229		1,850

						JVs		52		12		247		90

						FCs		24		0		220		0

				Total				221		39		1,860		7,316



















中期計画

				連結PL (IFRS) レンケツ

						2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期								H29.3期 キ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		156,790		-		108.1%		174,683		-		111.4%		200,803		-		115.0%				145,022

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		28,400		18.1%		229.0%		32,373		18.5%		114.0%		36,161		18.0%		111.7%				12,402

				営業利益 エイギョウ リエキ		5,464		3.5%		237.4%		9,086		5.2%		166.3%		12,045		6.0%		132.6%				2,302

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		4,840		3.1%		362.0%		8,500		4.9%		175.6%		11,481		5.7%		135.1%				1,337

				当期利益 トウキ リエキ		2,712		1.7%		1227.3%		5,615		3.2%		207.0%		7,712		3.8%		137.3%				221

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		2,589		1.7%		969.6%		5,434		3.1%		209.9%		7,488		3.7%		137.8%				267



				丸亀製麺セグメントPL マルガメ セイ メン

						2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		93,944		-		191.0%		99,307		-		105.7%		107,694		-		108.4%				49,183

				セグメント利益 リエキ		12,831		13.7%		163.8%		12,817		12.9%		99.9%		14,149		13.1%		110.4%				7,832



				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

						2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		32,915		-		196.9%		36,604		-		111.2%		41,549		-		113.5%				16,720

				セグメント利益 リエキ		3,789		11.5%		161.1%		4,452		12.2%		117.5%		4,913		11.8%		110.4%				2,352



				出店  シュッテン		221						326						412								退店 タイ テン		30期 キ		31期 キ		32期 キ

				　国内 コクナイ		76						138						199										15		16		16

				　海外 カイガイ		145						188						213										24		26		25

				累計店舗数 ルイケイ テンポ スウ		1,860						2,144						2,515								1,687

				　国内 コクナイ		1,164						1,286						1,469								1,103

				　海外 カイガイ		696						858						1,046								575





















				Consolidated PL (IFRS)

						FY2019						FY2020						FY2021								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		156,790		-		108.1%		174,683		-		111.4%		200,803		-		115.0%				95,587

				Adjusted EBITDA		28,400		18.1%		229.0%		32,373		18.5%		114.0%		36,161		18.0%		111.7%				12,799

				Operating profit		5,464		3.5%		237.4%		9,086		5.2%		166.3%		12,045		6.0%		132.6%				8,733

				Profit before tax		4,840		3.1%		362.0%		8,500		4.9%		175.6%		11,481		5.7%		135.1%				8,117

				Profit for the year		2,712		1.7%		1227.3%		5,615		3.2%		207.0%		7,712		3.8%		137.3%				5,242

				Profit for the year attributable to owners of the parents		2,589		1.7%		969.6%		5,434		3.1%		209.9%		7,488		3.7%		137.8%				5,212



				Ｍａｒｕｇａｍｅｓｅｉｍｅｎ segment

						FY2019						FY2020						FY2021								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		93,944		-		191.0%		99,307		-		105.7%		107,694		-		108.4%				6,255

				segment profit		12,831		13.7%		163.8%		12,817		12.9%		99.9%		14,149		13.1%		110.4%				436





				Overseas segment

						FY2018						FY2019						FY2020								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		32,915		-		196.9%		36,604		-		111.2%		41,549		-		113.5%				6,255

				segment profit		3,789		11.5%		161.1%		4,452		12.2%		117.5%		4,913		11.8%		110.4%				436



				Numbers of opening stores(numbers in overseas）		221				0.0%		326				0.0%		412				0.0%

				Total numbers of stores(numbers of overses)		1,860				0.0%		2,144				0.0%		2,515				0.0%				1,092		246



				Numbers of opening stores(numbers in overseas）

				Total numbers of stores(numbers of overses)





IFRS

		■2015年3月期：IFRS連結業績予想シミュレーション ネン ガツ キ レンケツ ギョウセキ ヨソウ

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		実績 ジッセキ		J-GAAP						IFRS				差異 サイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				0

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,564				営業利益 エイギョウ リエキ		4,177				△ 3,387

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,994				税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		3,602				△ 3,392

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,606				当期利益 トウキ リエキ		1,985				29

								　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,956				△ 650



		↓実績のJ-GAAPとIFRSの差異を元にIFRS予算を試算 ジッセキ サイ モト ヨサン シサン												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		予想 ヨソウ		J-GAAP						IFRS				調整 チョウセイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		84,803				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		84,803				0

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,200				営業利益 エイギョウ リエキ		3,900				△ 3,300

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,928				税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		3,628				△ 3,300

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,132				当期利益 トウキ リエキ		1,762				30

								　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,732				△ 400		※調整 チョウセイ





Sheet4

		連結純損益計算書の差異 レンケツ ジュンソンエキ ケイサンショ サイ

																						（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		日本基準（J-GAAP） ニホン キジュン						①日本基準（J-GAAP）の表示組替 ニホン キジュン ヒョウジ クミカエ						②国際会計基準（IFRS） コクサイ カイケイ キジュン						差異②－① サイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		0

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		0

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		0

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 57,421				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 57,421				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 58,605				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 1,183		※1

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,564				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 1,849				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 2,155				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 306		※2

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		277				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		338				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		324				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		△ 14

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		△ 848				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 342				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 374				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 32

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,994				営業利益 エイギョウ リエキ		5,711				営業利益 エイギョウ リエキ		4,175				営業利益 エイギョウ リエキ		△ 1,536

		特別利益 トクベツ リエキ		172				金融収益 キンユウ シュウエキ		111				金融収益 キンユウ シュウエキ		206				金融収益 キンユウ シュウエキ		95		※3

		特別損失 トクベツ ソンシツ		△ 2,068				金融費用 キンユウ ヒヨウ		△ 646				金融費用 キンユウ ヒヨウ		△ 637				金融費用 キンユウ ヒヨウ		9

		税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		5,098				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 77				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 130				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 53		※4

		法人税等 ホウジンゼイ トウ		△ 2,429				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		5,098				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		3,614				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		△ 1,484

		少数株主調整前当期純利益 ショウスウ カブヌシ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		2,669				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		△ 2,429				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		△ 1,603				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		826		※5

		少数株主損益 ショウスウ カブヌシ ソンエキ		△ 29				当期利益 トウキ リエキ		2,669				当期利益 トウキ リエキ		2,011				当期利益 トウキ リエキ		△ 658

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,640				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		2,640				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,982				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		△ 658

								　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		29				　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		29				　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		0

																				IFRSと日本基準の主な差異 ニホン キジュン オモ サイ

																		※1		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		△ 869		定額法への遡及修正 テイガク ホウ ソキュウ シュウセイ

				日本基準（J-GAAP） ニホン キジュン				国際会計基準（IFRS） コクサイ カイケイ キジュン												租税公課 ソゼイ コウカ		△ 344		法人税等（均等割）より振替 ホウジンゼイ トウ キントウワリ フリカエ

		営業利益 エイギョウ リエキ		売上総利益－販売費及び一般管理費 ウリアゲ ソウリエキ ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				売上総利益－販売費及び一般管理費－減損損失＋その他の営業収益－その他の営業費用 ウリアゲ ソウリエキ ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ ゲンソン ソンシツ タ エイギョウ シュウエキ タ エイギョウ ヒヨウ												その他 タ		30

																				計 ケイ		△ 1,183

		経常利益 ケイジョウ リエキ		営業利益＋営業外収益－営業外費用 エイギョウ リエキ エイギョウガイ シュウエキ エイギョウガイ ヒヨウ				経常利益、特別損益の概念はなく、金融収益、金融費用及び持分法による投資損益以外は、営業利益に加減 ケイジョウ リエキ トクベツ ソンエキ ガイネン キンユウ シュウエキ キンユウ ヒヨウ オヨ モチブンポウ トウシ ソンエキ イガイ エイギョウ リエキ カゲン										※2		減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 251		割引後CFとの比較 ワリビキ アト ヒカク

																				減損損失（のれん） ゲンソン ソンシツ		△ 55		非償却分を減損 ヒ ショウキャク ブン ゲンソン

		金融収益 キンユウ シュウエキ		－				受取利息、為替差益等 ウケトリ リソク カワセ サエキ トウ												計 ケイ		△ 306

		金融費用 キンユウ ヒヨウ		－				支払利息、為替差損等 シハライ リソク カワセ サソン トウ										※3		受取利息 ウケトリ リソク		95		敷金保証金を償却原価に シキキン ホショウキン ショウキャク ゲンカ

																				計 ケイ		95

																		※4		持分法による投資損失 モチブンポウ トウシ ソンシツ		△ 86		全ての共同支配企業を持分法適用に スベ キョウドウ シハイ キギョウ モチブンポウ テキヨウ

																				持分法による投資損失 モチブンポウ トウシ ソンシツ		33		持分法のれんの非償却 モチブンポウ ヒ ショウキャク

																				計 ケイ		△ 53

																		※5		法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		345		均等割を租税公課に振替 キントウワリ ソゼイ コウカ フリカエ

																				法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		132		税率変更による修正 ゼイリツ ヘンコウ シュウセイ

																				法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		349		IFRS修正に係る税効果調整 シュウセイ カカ ゼイ コウカ チョウセイ

																				計 ケイ		826



表示組替

IFRS調整



世界ランキング

				世界外食企業ランキング（上場企業）上位10社

						企業名		国名		売上高
（百万ドル）		決算期		展開ブランド

				1		McDonald's Corporation 		アメリカ		28,106		41609		McDonald's

				2		Starbucks Corporation 		アメリカ		14,892		41518		Starbucks

				3		Yum Brands Inc 		アメリカ		13,084		41609		KFC/Pizza Hut/Taco Bell、他

				4		Darden Restaurants Inc 		アメリカ		6,286		41760		Red Lobster/Olive Garden/
LongHorn Steakhouse、他

				5		AUTOGRILL SPA 		イタリア		6,207		41609		FC含む250ブランド以上を展開

				6		ゼンショーホールディングス		日本		4,679		41699		すき家/ココス/はま寿司、他

				7		Bloomin Brands Inc		アメリカ		4,129		41609		OUTBACK STEAKHOUSE
/CARRABBA'S、他

				8		ARCOS DORADOS 
HOLDINGS INCORPORATED 		アルゼンチン		4,033		41609		（中南米、カリブ海エリアの
McDonald's franchisee）

				9		Chipotle Mexican Grill, Inc. 		アメリカ		3,215		41609		Chipotle

				10		TIM HORTONS INCORPORATED		カナダ		3,162		41609		Tim Hortons、他

				（出所）各社決算資料等よりみずほ銀行産業調査部作成





						McDonald's Corporation 		(		アメリカ		)		28,106

						Starbucks Corporation 		(		アメリカ		)		14,892

						Yum Brands Inc 		(		アメリカ		)		13,084

						Darden Restaurants Inc 		(		アメリカ		)		6,286

						AUTOGRILL SPA 		(		イタリア		)		6,207

						ゼンショーホールディングス		(		日本		)		4,679

						Bloomin Brands Inc		(		アメリカ		)		4,129

						ARCOS DORADOS 
HOLDINGS INCORPORATED 		(		アルゼンチン		)		4,033

						Chipotle Mexican Grill, Inc. 		(		アメリカ		)		3,215

						TIM HORTONS INCORPORATED		(		カナダ		)		3,162



						McDonald's Corporation (アメリカ)		28,106

						Starbucks Corporation (アメリカ)		14,892

						Yum Brands Inc (アメリカ)		13,084

						Darden Restaurants Inc (アメリカ)		6,286

						AUTOGRILL SPA (イタリア)		6,207

						ゼンショーホールディングス(日本)		4,679

						Bloomin Brands Inc(アメリカ)		4,129

						ARCOS DORADOS 
HOLDINGS INCORPORATED (アルゼンチン)		4,033

						Chipotle Mexican Grill, Inc. (アメリカ)		3,215

						TIM HORTONS INCORPORATED(カナダ)		3,162





						TIM HORTONS Inc.(カナダ)		3,162

						Chipotle Mexican Grill, Inc. (アメリカ)		3,215

						ARCOS DORADOS HD Inc. (アルゼンチン)		4,033

						Bloomin Brands Inc.(アメリカ)		4,129

						ゼンショーホールディングス(日本)		4,679

						AUTOGRILL SPA (イタリア)		6,207

						Darden Restaurants Inc. (アメリカ)		6,286

						Yum Brands Inc. (アメリカ)		13,084

						Starbucks Corporation (アメリカ)		14,892

						McDonald's Corporation (アメリカ)		28,106









						TIM HORTONS Inc.		3,162

						Chipotle Mexican Grill, Inc. 		3,215

						ARCOS DORADOS HD Inc. 		4,033

						Bloomin Brands Inc.		4,129

						ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.		4,679

						AUTOGRILL SPA 		6,207

						Darden Restaurants Inc. 		6,286

						Yum Brands Inc. 		13,084

						Starbucks Corporation 		14,892

						McDonald's Corporation 		28,106





						McDonald's Corporation 		28,106

						Starbucks Corporation 		14,892

						Yum Brands Inc. 		13,084

						Darden Restaurants Inc. 		6,286

						AUTOGRILL SPA 		6,207

						ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.		4,679

						Bloomin Brands Inc.		4,129

						ARCOS DORADOS HD Inc. 		4,033

						Chipotle Mexican Grill, Inc. 		3,215

						TIM HORTONS Inc.		3,162



TIM HORTONS Inc.(カナダ)	Chipotle Mexican Grill, Inc. (アメリカ)	ARCOS DORADOS HD Inc. (アルゼンチン)	Bloomin Brands Inc.(アメリカ)	ゼンショーホールディングス(日本)	AUTOGRILL SPA (イタリア)	Darden Restaurants Inc. (アメリカ)	Yum Brands Inc. (アメリカ)	Starbucks Corporation (アメリカ)	McDonald's Corporation (アメリカ)	3162	3215	4033	4129	4679	6207	6286	13084	14892	28106	McDonald's Corporation 	Starbucks Corporation 	Yum Brands Inc. 	Darden Restaurants Inc. 	AUTOGRILL SPA 	ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.	Bloomin Brands Inc.	ARCOS DORADOS HD Inc. 	Chipotle Mexican Grill, Inc. 	TIM HORTONS Inc.	28106	14892	13084	6286	6207	4679	4129	4033	3215	3162	

基礎資料

		ＢＩ　「月別・日別推移」　→　「当月レート」　は、前月末のレートを採用 ツキベツ ヒ ベツ スイイ トウゲツ ゼンゲツ マツ サイヨウ

		閉店日　＞＝2016/03/31　（3/31以前に閉店した店舗は含まない） 　 開店日　＜＝2015/12/31（12/31以前に開店した店舗を含む）　など　　を選択 ヘイ テン テンポ フク カイテン ヒ イゼン カイテン テンポ フク

		*は取る ト

		開店、閉店の情報は、右クリックでロックする カイテン ヘイテン ジョウホウ ミギ

		⇒　2016/1/1から03/31まで、ひと月フルで営業していた店舗を対象にしている ツキ エイギョウ テンポ タイショウ

		1Q		閉店日　＞＝2018/3/31　		開店日 ＜＝2017/12/31

		2Q		閉店日　＞＝2018/06/30　		開店日 ＜＝2017/12/31

		3Q		閉店日　＞＝2018/09/30　		開店日 ＜＝2017/12/31

		4Q		閉店日　＞＝2018/12/31　		開店日 ＜＝2017/12/31

		※台湾は注意 タイワン チュウイ

		※丸亀製麺だけ絞る マ シボ

		アメリカ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		11,037,015		1,236,035,309		0		-		944,199,552		130.91%		1,085,440		887,294		122.3%		1,139		0		-		-		-		-		-		3

		2018/01		934,634		104,669,658		0		-		67,798,467		154.38%		94,437		67,217		140.5%		1,108		0		-		-		-		-		-

		2018/02		865,529		96,930,585		0		-		58,289,841		166.29%		86,893		58,009		149.8%		1,116		0		-		-		-		-		-

		2018/03		940,247		105,298,244		0		-		62,867,453		167.49%		93,828		62,064		151.2%		1,122		0		-		-		-		-		-

		2018/04		879,409		98,484,986		0		-		62,713,474		157.04%		88,931		61,268		145.2%		1,107		0		-		-		-		-		-

		2018/05		923,118		103,380,016		0		-		66,076,146		156.46%		92,310		63,938		144.4%		1,120		0		-		-		-		-		-

		2018/06		891,830		99,876,097		0		-		65,094,909		153.43%		89,438		63,065		141.8%		1,117		0		-		-		-		-		-

		2018/07		918,801		102,896,533		0		-		71,199,415		144.52%		91,340		67,966		134.4%		1,127		0		-		-		-		-		-

		2018/08		933,509		104,543,639		0		-		75,557,404		138.36%		90,175		71,798		125.6%		1,159		0		-		-		-		-		-

		2018/09		902,763		101,100,405		0		-		89,716,330		112.69%		87,740		82,737		106.0%		1,152		0		-		-		-		-		-

		2018/10		904,814		101,330,172		0		-		108,372,002		93.50%		87,870		96,758		90.8%		1,153		0		-		-		-		-		-

		2018/11		902,780		101,102,360		0		-		107,716,571		93.86%		87,338		96,159		90.8%		1,158		0		-		-		-		-		-

		2018/12		1,039,580		116,422,613		0		-		108,797,539		107.01%		95,140		96,315		98.8%		1,224		0		-		-		-		-		-

						34,334,314										30,151						1,139

						34,334

		韓国 カンコク

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		6,706,938,740		670,693,874		0		-		680,174,538		98.61%		755,090		803,853		93.9%		888		0		-		-		-		-		-		10

		2018/01		566,061,780		56,606,178		0		-		57,115,579		99.11%		66,453		66,098		100.5%		852		0		-		-		-		-		-

		2018/02		520,514,890		52,051,489		0		-		52,995,374		98.22%		60,381		61,720		97.8%		862		0		-		-		-		-		-

		2018/03		572,189,740		57,218,974		0		-		50,865,872		112.49%		66,336		59,949		110.7%		863		0		-		-		-		-		-

		2018/04		541,064,440		54,106,444		0		-		54,753,092		98.82%		60,522		65,413		92.5%		894		0		-		-		-		-		-

		2018/05		564,352,660		56,435,266		0		-		57,043,792		98.93%		63,559		68,308		93.0%		888		0		-		-		-		-		-

		2018/06		535,459,550		53,545,955		0		-		56,203,125		95.27%		60,112		67,006		89.7%		891		0		-		-		-		-		-

		2018/07		605,035,010		60,503,501		0		-		59,664,308		101.41%		68,244		70,970		96.2%		887		0		-		-		-		-		-

		2018/08		600,337,740		60,033,774		0		-		60,273,538		99.60%		67,212		71,770		93.6%		893		0		-		-		-		-		-

		2018/09		539,093,950		53,909,395		0		-		54,244,144		99.38%		58,602		64,180		91.3%		920		0		-		-		-		-		-

		2018/10		551,903,530		55,190,353		0		-		56,888,227		97.02%		61,414		67,561		90.9%		899		0		-		-		-		-		-

		2018/11		542,895,370		54,289,537		0		-		57,939,978		93.70%		59,548		68,212		87.3%		912		0		-		-		-		-		-

		2018/12		568,030,080		56,803,008		0		-		62,187,509		91.34%		62,707		72,666		86.3%		906		0		-		-		-		-		-

						5,589,116										6,292						888

						5,589

		台湾 タイワン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計				2,971,667,163										4,616,338								0		-		-		-		-		-		28

		2018/04		73,235,984		262,917,183		0		-		251,137,520		104.69%		389,494		407,124		95.7%		675		0		-		-		-		-		-

		2018/05		68,393,158		245,531,437		0		-		257,344,792		95.41%		378,505		388,993		97.3%		649		0		-		-		-		-		-

		2018/06		71,168,994		255,496,688		0		-		254,627,460		100.34%		391,780		386,317		101.4%		652		0		-		-		-		-		-

		2018/07		77,465,930		278,102,689		0		-		291,768,623		95.32%		431,510		435,155		99.2%		644		0		-		-		-		-		-

		2018/08		68,986,210		247,660,494		0		-		279,460,312		88.62%		400,710		422,766		94.8%		618		0		-		-		-		-		-

		2018/09		66,685,851		239,402,205		0		-		209,331,593		114.37%		368,591		319,832		115.2%		650		0		-		-		-		-		-

		2018/10		65,631,275		235,616,277		0		-		262,058,946		89.91%		359,469		395,002		91.0%		655		0		-		-		-		-		-

		2018/11		60,463,169		217,062,777		0		-		238,986,853		90.83%		350,028		358,597		97.6%		620		0		-		-		-		-		-

		2018/12		74,003,339		265,671,987		0		-		270,622,985		98.17%		418,034		405,124		103.2%		636		0		-		-		-		-		-

		2019/01		66,674,732		239,362,288		0		-		229,919,385		104.11%		376,272		353,655		106.4%		636		0		-		-		-		-		-

		2019/02		68,961,950		247,573,401		0		-		271,017,195		91.35%		380,474		385,962		98.6%		651		0		-		-		-		-		-

		2019/03		66,091,849		237,269,738		0		-		236,765,436		100.21%		371,471		349,155		106.4%		639		0		-		-		-		-		-

						8,844,248										13,739						644

						8,844

		ロシア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		249,820,501		489,648,182		0		-		606,340,489		80.75%		619,308		768,902		80.5%		791		0		-		-		-		-		-		7

		2018/01		23,475,281		46,011,550		0		-		37,642,492		122.23%		57,336		48,483		118.3%		802		0		-		-		-		-		-

		2018/02		23,467,768		45,996,825		0		-		41,677,393		110.36%		58,371		53,890		108.3%		788		0		-		-		-		-		-

		2018/03		28,161,829		55,197,185		0		-		55,066,665		100.24%		69,347		70,917		97.8%		796		0		-		-		-		-		-

		2018/04		29,134,888		57,104,380		0		-		51,409,079		111.08%		71,632		65,798		108.9%		797		0		-		-		-		-		-

		2018/05		28,300,303		55,468,594		0		-		51,420,349		107.87%		69,890		66,385		105.3%		794		0		-		-		-		-		-

		2018/06		29,105,898		57,047,559		0		-		51,120,385		111.59%		69,055		62,666		110.2%		826		0		-		-		-		-		-

		2018/07		26,761,752		52,453,033		0		-		47,238,507		111.04%		64,403		59,162		108.9%		814		0		-		-		-		-		-

		2018/08		25,422,365		49,827,835		0		-		46,456,545		107.26%		61,844		62,566		98.8%		806		0		-		-		-		-		-

		2018/09		11,250,390		22,050,764		0		-		56,269,767		39.19%		30,150		69,913		43.1%		731		0		-		-		-		-		-

		2018/10		12,932,184		25,347,080		0		-		59,012,452		42.95%		35,088		73,440		47.8%		722		0		-		-		-		-		-

		2018/11		11,807,845		23,143,376		0		-		56,289,703		41.11%		32,192		69,802		46.1%		719		0		-		-		-		-		-

		2018/12		0		0		0		-		52,737,152		0.00%		0		65,880		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

						6,359,067										8,043						791

						6,359

		中国 チュウゴク

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		253,847,903		4,257,029,327		0		-		4,276,874,170		99.54%		6,629,104		6,377,268		103.9%		642		0		-		-		-		-		-		69

		2018/01		21,499,479		360,546,268		0		-		354,313,915		101.76%		547,348		520,677		105.1%		659		0		-		-		-		-		-

		2018/02		19,902,231		333,760,419		0		-		317,080,764		105.26%		517,272		471,878		109.6%		645		0		-		-		-		-		-

		2018/03		21,157,732		354,815,159		0		-		340,711,334		104.14%		537,201		509,587		105.4%		660		0		-		-		-		-		-

		2018/04		20,238,475		339,399,222		0		-		339,685,662		99.92%		510,965		494,047		103.4%		664		0		-		-		-		-		-

		2018/05		20,188,411		338,559,649		0		-		350,489,524		96.60%		559,414		518,800		107.8%		605		0		-		-		-		-		-

		2018/06		21,499,488		360,546,409		0		-		380,465,857		94.76%		654,384		552,143		118.5%		551		0		-		-		-		-		-

		2018/07		24,090,931		404,004,918		0		-		401,912,616		100.52%		634,219		600,567		105.6%		637		0		-		-		-		-		-

		2018/08		23,709,415		397,606,893		0		-		391,397,135		101.59%		601,990		597,178		100.8%		660		0		-		-		-		-		-

		2018/09		20,247,900		339,557,280		0		-		340,705,766		99.66%		521,964		521,082		100.2%		651		0		-		-		-		-		-

		2018/10		20,449,485		342,937,857		0		-		340,641,385		100.67%		529,361		522,324		101.3%		648		0		-		-		-		-		-

		2018/11		19,610,734		328,872,006		0		-		339,044,797		97.00%		504,097		506,954		99.4%		652		0		-		-		-		-		-

		2018/12		21,253,622		356,423,248		0		-		380,425,416		93.69%		510,889		562,031		90.9%		698		0		-		-		-		-		-

						5,141,340										8,006						642

						5,141

		タイ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		136,089,230		485,838,550		0		-		539,844,041		90.00%		876,307		1,107,020		79.2%		554		0		-		-		-		-		-		22

		2018/01		13,421,005		47,912,987		0		-		40,074,580		119.56%		101,773		76,489		133.1%		471		0		-		-		-		-		-

		2018/02		11,488,032		41,012,276		0		-		37,324,473		109.88%		84,617		71,707		118.0%		485		0		-		-		-		-		-

		2018/03		12,723,835		45,424,091		0		-		42,611,486		106.60%		94,942		86,311		110.0%		478		0		-		-		-		-		-

		2018/04		12,840,018		45,838,865		0		-		45,051,056		101.75%		95,161		92,636		102.7%		482		0		-		-		-		-		-

		2018/05		12,432,458		44,383,875		0		-		37,668,891		117.83%		93,249		81,002		115.1%		476		0		-		-		-		-		-

		2018/06		12,305,931		43,932,174		0		-		45,718,692		96.09%		93,433		93,906		99.5%		470		0		-		-		-		-		-

		2018/07		12,344,254		44,068,987		0		-		46,736,223		94.29%		94,490		97,973		96.4%		466		0		-		-		-		-		-

		2018/08		12,112,614		43,242,032		0		-		48,688,249		88.81%		92,877		100,836		92.1%		466		0		-		-		-		-		-

		2018/09		11,428,445		40,799,549		0		-		49,654,757		82.17%		86,171		101,589		84.8%		473		0		-		-		-		-		-

		2018/10		5,156,638		18,409,197		0		-		46,566,077		39.53%		39,594		96,613		41.0%		465		0		-		-		-		-		-

		2018/11		7,520,459		26,848,037		0		-		46,014,052		58.35%		0		94,430		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

		2018/12		12,315,541		43,966,481		0		-		53,735,506		81.82%		0		113,528		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

						1,840,298										3,319						554

						1,840

		カンボジア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		723,052		80,974,591		0		-		79,876,540		101.37%		174,243		162,171		107.4%		465		0		-		-		-		-		-		1

		2018/01		60,902		6,820,403		0		-		5,835,079		116.89%		16,075		11,579		138.8%		424		0		-		-		-		-		-

		2018/02		54,361		6,087,933		0		-		5,431,325		112.09%		14,896		10,550		141.2%		409		0		-		-		-		-		-

		2018/03		61,330		6,868,311		0		-		6,083,072		112.91%		16,130		11,790		136.8%		426		0		-		-		-		-		-

		2018/04		62,016		6,945,199		0		-		6,234,230		111.40%		15,308		12,235		125.1%		454		0		-		-		-		-		-

		2018/05		55,382		6,202,267		0		-		6,263,222		99.03%		13,486		12,003		112.4%		460		0		-		-		-		-		-

		2018/06		57,645		6,455,609		0		-		6,783,814		95.16%		14,438		13,411		107.7%		447		0		-		-		-		-		-

		2018/07		55,777		6,246,474		0		-		7,030,093		88.85%		13,565		14,230		95.3%		460		0		-		-		-		-		-

		2018/08		61,259		6,860,382		0		-		7,381,441		92.94%		13,868		17,560		79.0%		495		0		-		-		-		-		-

		2018/09		56,863		6,368,142		0		-		6,971,815		91.34%		12,830		16,316		78.6%		496		0		-		-		-		-		-

		2018/10		66,844		7,485,806		0		-		7,285,194		102.75%		15,078		8,131		185.4%		496		0		-		-		-		-		-

		2018/11		61,908		6,933,024		0		-		7,221,156		96.01%		13,870		16,264		85.3%		500		0		-		-		-		-		-

		2018/12		68,765		7,701,041		0		-		7,356,099		104.69%		14,699		18,102		81.2%		524		0		-		-		-		-		-

						6,747,883										14,520						465

						6,748



		フィリピン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		69,533,573		157,145,876		0		-		51,237,143		306.70%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-		1

		2018/01		5,292,606		11,961,289		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/02		5,112,480		11,554,205		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/03		5,498,906		12,427,527		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/04		5,373,300		12,143,657		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/05		5,335,998		12,059,355		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/06		5,364,759		12,124,355		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/07		5,704,955		12,893,197		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/08		5,886,499		13,303,488		0		-		6,529,648		203.74%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/09		5,779,436		13,061,526		0		-		10,703,669		122.03%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/10		6,103,613		13,794,166		0		-		10,936,373		126.13%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/11		7,099,325		16,044,475		0		-		10,674,562		150.31%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/12		6,981,697		15,778,635		0		-		12,392,892		127.32%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

						13,095,490										0						ERROR:#DIV/0!

						13,095



				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン				検算 ケンザン

				アメリカ (本土・ハワイ） ホンド		34,334		30,151		1,139				30,151		0				9364837.1399935

				韓国 カンコク		5,589		6,292		888				6,292		0				16312.6546754795

				台湾 タイワン		8,844		13,739		644				13,739		0

				カンボジア		6,748		14,520		465				14,520		0

				ロシア（持分）		6,359		8,043		791				8,043		0

				中国（持分） チュウゴク モチブン		5,141		8,006		642				8,006		0

				タイ（持分）		1,840		3,319		554				3,319		0



				日本 ニホン		9,364		16,312		574				16,314		(2)



				Overseas Marugame Seimen brand　Basic information						(Monthly data per store)

						Sales
 (1,000 yen)		# of Guests
 (person)		Sales per Guest
 (yen)

				USA		34,334		30,151		1,139

				South Korea		5,589		6,292		888

				Taiwan (ROC)		8,844		13,739		644

				Cambodia		6,748		14,520		465

				Russia<JV>		6,359		8,043		791

				China(PRC) <JV>		5,141		8,006		642

				Thailand <JV>		1,840		3,319		554



				Japan		9,364		16,312		574

				過去データ カコ

				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン

				アメリカ		26,129		27,025		967

				韓国 カンコク		5,290		7,119		743

				台湾 タイワン		11,937		22,143		539

				ロシア（持分）		7,198		9,602		750

				中国（持分） チュウゴク モチブン		7,092		11,545		614

				タイ（持分）		2,457		4,910		500



				日本 ニホン		9,000		16,393		548







				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン

				アメリカ		31,554		31,756		994

				韓国 カンコク		6,005		7,465		804

				台湾 タイワン		16,033		24,226		662

				ロシア（持分）		7,736		10,644		727

				中国（持分） チュウゴク モチブン		8,479		12,302		689

				タイ（持分）		3,160		5,895		536



				日本 ニホン		8,836		16,213		545









Sheet8

		ＢＩ　「月別・日別推移」　→　「当月レート」　は、前月末のレートを採用

		閉店日　＞＝2016/03/31　（3/31以前に閉店した店舗は含まない） 　 開店日　＜＝2015/12/31（12/31以前に開店した店舗を含む）　など　　を選択

		*は取る

		開店、閉店の情報は、右クリックでロックする

		⇒　2016/1/1から03/31まで、ひと月フルで営業していた店舗を対象にしている

		1Q		閉店日　＞＝2019/3/31　		開店日 ＜＝2018/12/31

		2Q		閉店日　＞＝2019/06/30　		開店日 ＜＝2018/12/31

		3Q		閉店日　＞＝2019/09/30　		開店日 ＜＝2018/12/31

		4Q		閉店日　＞＝2019/12/31　		開店日 ＜＝2018/12/31

		※台湾は注意

		※丸亀製麺だけ絞る

		アメリカ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		3,775,772		420,005,085		0		-		305,840,278		137.33%		337,051		275,982		122.1%		1,246		0		-		-		-		-		-		5

		2019/01		1,330,758		146,330,201		0		-		103,856,746		140.90%		119,232		95,555		124.8%		1,227		0		-		-		-		-		-

		2019/02		1,184,941		132,559,354		0		-		96,738,622		137.03%		106,025		86,846		122.1%		1,250		0		-		-		-		-		-

		2019/03		1,260,073		141,115,529		0		-		105,244,911		134.08%		111,794		93,581		119.5%		1,262		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						28,000,339										22,470						1,246

						28,000

		韓国

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		1,580,603,090		158,813,746		0		-		166,848,993		95.18%		168,792		193,299		87.3%		941		0		-		-		-		-		-		10

		2019/01		531,204,040		53,226,645		0		-		56,384,924		94.40%		56,111		66,028		85.0%		949		0		-		-		-		-		-

		2019/02		497,843,510		50,431,548		0		-		53,101,644		94.97%		52,356		60,794		86.1%		963		0		-		-		-		-		-

		2019/03		551,555,540		55,155,554		0		-		57,362,425		96.15%		60,325		66,477		90.7%		914		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						5,293,792										5,626						941

						5,294

		台湾

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		232,899,909		816,303,255		0		-		758,783,227		107.58%		1,329,643		1,181,087		112.6%		614		0		-		-		-		-		-		31

		2019/04		73,674,211		265,227,160		0		-		261,160,848		101.56%		416,169		386,621		107.6%		637		0		-		-		-		-		-

		2019/05		75,733,337		260,522,679		0		-		238,959,394		109.02%		427,957		385,683		111.0%		609		0		-		-		-		-		-

		2019/06		83,492,361		290,553,416		0		-		258,662,985		112.33%		485,517		408,783		118.8%		598		0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

		2020/01																						0		-		-		-		-		-

		2020/02																						0		-		-		-		-		-

		2020/03																						0		-		-		-		-		-

						8,777,454										14,297						614

						8,777

		ロシア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計																						0		-		-		-		-		-		7

		2019/01																						0		-		-		-		-		-

		2019/02																						0		-		-		-		-		-

		2019/03																						0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						0										0						ERROR:#DIV/0!

						0

		中国

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		69,477,772		1,162,673,494		0		-		1,061,504,165		109.53%		1,630,424		1,625,313		100.3%		713		0		-		-		-		-		-		82

		2019/01		24,548,265		406,273,781		0		-		355,683,668		114.22%		572,525		567,131		101.0%		710		0		-		-		-		-		-

		2019/02		20,942,029		354,129,712		0		-		339,296,373		104.37%		481,953		503,492		95.7%		735		0		-		-		-		-		-

		2019/03		23,987,478		402,270,001		0		-		366,524,124		109.75%		575,946		554,690		103.8%		698		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						4,726,315										6,628						713

						4,726

		タイ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		34,435,354		123,136,542		0		-		136,646,473		90.11%		253,698		284,956		89.0%		485		0		-		-		-		-		-		24

		2019/01		11,696,125		41,638,205		0		-		46,666,141		89.23%		86,060		99,389		86.6%		484		0		-		-		-		-		-

		2019/02		10,642,945		38,314,601		0		-		42,171,387		90.85%		78,347		86,202		90.9%		489		0		-		-		-		-		-

		2019/03		12,096,285		43,183,736		0		-		47,808,945		90.33%		89,291		99,365		89.9%		484		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						1,710,230										3,524						485

						1,710

		カンボジア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		212,624		23,661,393		0		-		19,685,795		120.20%		44,272		47,403		93.4%		534		0		-		-		-		-		-		1

		2019/01		70,102		7,708,390		0		-		6,646,907		115.97%		14,847		15,975		92.9%		519		0		-		-		-		-		-

		2019/02		67,257		7,524,062		0		-		6,105,202		123.24%		14,023		14,947		93.8%		537		0		-		-		-		-		-

		2019/03		75,265		8,428,942		0		-		6,933,686		121.57%		15,402		16,481		93.5%		547		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						7,887,131										14,757						534

						7,887



		フィリピン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		63,548,033		143,724,744		0		-		52,754,174		272.44%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-		4

		2019/01		20,170,105		45,181,036		0		-		11,837,618		381.67%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/02		12,739,773		29,301,477		0		-		13,061,748		224.33%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/03		30,638,155		69,242,230		0		-		27,854,807		248.58%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/04														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/05														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/06														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/07														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/08														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/09														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/10														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/11														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/12														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

						11,977,062										0						ERROR:#DIV/0!

						11,977



				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)				検算

				アメリカ (本土・ハワイ）		28,000		22,470		1,246				22,470		0				9364837.1399935

				韓国		5,294		5,626		941				5,626		0				16312.6546754795

				台湾		8,777		14,297		614				14,297		0

				カンボジア		7,887		14,757		534				14,757		0

				ロシア（持分）		0		0		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				中国（持分）		4,726		6,628		713				6,628		0

				タイ（持分）		1,710		3,524		485				3,524		0



				日本		9,813		17,685		555				17,681		4



				Overseas Marugame Seimen brand　Basic information						(Monthly data per store)

						Sales
 (1,000 yen)		# of Guests
 (person)		Sales per Guest
 (yen)

				USA		28,000		22,470		1,246

				South Korea		5,294		5,626		941

				Taiwan (ROC)		8,777		14,297		614

				Cambodia		7,887		14,757		534

				China(PRC) <JV>		4,726		6,628		713

				Thailand <JV>		1,710		3,524		485



				Japan		9,813		17,685		555

				過去データ

				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)

				アメリカ		26,129		27,025		967

				韓国		5,290		7,119		743

				台湾		11,937		22,143		539

				ロシア（持分）		7,198		9,602		750

				中国（持分）		7,092		11,545		614

				タイ（持分）		2,457		4,910		500



				日本		9,000		16,393		548







				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)

				アメリカ		31,554		31,756		994

				韓国		6,005		7,465		804

				台湾		16,033		24,226		662

				ロシア（持分）		7,736		10,644		727

				中国（持分）		8,479		12,302		689

				タイ（持分）		3,160		5,895		536



				日本		8,836		16,213		545









株主還元

				配当の推移

						2012年3月期		2014年
3月期		2015年
3月期		2016年
3月期		2017年
3月期		2018年
3月期		2019年
3月期		2020年
3月期
(予想) ヨソウ

				1株当たりの
年間配当額 ア		15円50銭		8円00銭		10円00銭		24円00銭		26円00銭		26円50銭		1円50銭		12円50銭

				配当性向		19.90%		37.00%		20.50%		19.90%		20.00%		24.68%		24.10%		20.56%



																										株主優待の内容

																										保有株式数		優待内容		継続保有優遇 ケイゾク ホユウ ユウグウ

																										実施回数 ジッシ カイスウ		年2回 ネン カイ		左記に追加 サキ ツイカ		年2回 ネン カイ

																										100株以上～200株未満		4,000円相当の割引券 ワリビキケン				ー

																										200株以上～500株未満		4,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン

																										500株以上～1,000株未満		10,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン

																										1,000株以上		15,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン



				Changes in Dividends

						Year ended March 31, 2012		Year ended March 31, 2014		Year ended March 31, 2015		Year ended March 31, 2016		Year ended March 31, 2017		Year ended March 31, 2018		Year ended March 31, 2019		Year ended March 31, 2020
(estimated)

				Annual dividend per share		15.50yen		8.00yen		10.00yen		24.00yen		26.00yen		26.50yen		1.50yen		12.50yen																Annual dividend per share

				Dividend payout ratio		19.90%		37.00%		20.50%		19.90%		20.00%		20.00%		24.10%		20.56%																Dividend payout ratio



																										Shareholder incentives

																										Number of shares		Incentive		Preferential treatment for continuous holding

																										The number of times		Twice a year		Twice a year						Shareholder incentives

																										100 - 200		4,000 yen value coupon 		Add to left		-				Shareholder incentives

																										200 - 500		4,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 

																										500 - 1,000		10,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 

																										1,000+  		15,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 





丸亀製麺　既存店

																																				Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar

						2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		2018年
3月期 ネン ガツキ		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		10月																												2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月 ガツ		2月		3月		4月 ガツ		5月 ガツ		6月

						FY 2015		FY 2016		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep						FY 2015		FY 2016		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun

						FY 2015		FY 2016		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		FY 2017 		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月						FY 2015		FY 2016		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar

				Net Sales		106.7%		103.8%		104.8%		105.2%		107.0%		110.2%		104.2%		105.1%		100.6%		100.5%		107.6%		103.2%		103.1%		101.1%		104.4%		103.3%		94.4%		97.9%		96.3%		95.2%		92.2%		96.5%		101.8%		96.3%		97.6%		96.8%		99.6%		96.7%		110.1%		105.7%		103.0%		106.2%		111.3%						2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月

				# of guests - Head count		101.8%		103.0%		104.1%		102.5%		102.5%		104.2%		98.6%		101.4%		99.1%		98.6%		101.7%		99.7%		99.5%		98.2%		100.8%		97.6%		91.0%		95.2%		99.8%		97.5%		93.0%		93.9%		99.6%		96.1%		94.9%		96.6%		98.7%		99.0%		122.6%		106.6%		99.3%		104.1%		111.5%				売上 ウリアゲ		106.7%		103.8%		104.4%		103.3%		94.4%		97.9%		96.3%		95.2%		92.2%		96.5%		101.8%		96.3%								97%		110%		106%

				Sales per guest  - Average soend per head		106.7%		100.9%		100.7%		102.6%		104.4%		105.8%		105.7%		103.7%		101.5%		101.9%		105.8%		103.5%		103.7%		102.9%		103.5%		105.8%		103.8%		102.9%		96.5%		97.7%		99.1%		102.8%		102.2%		100.2%		102.9%		100.2%		100.9%		97.7%		89.8%		99.1%		103.7%		101.9%		99.9%				客数 キャクスウ		101.8%		103.0%		100.8%		97.6%		91.0%		95.2%		99.8%		97.5%		93.0%		93.9%		99.6%		96.1%								99%		123%		107%

																																				0%		1.30%		-1.42%		1.31%		2.16%		-3.53%		2.12%		1.36%		-1.32%						-2.1%		0.3%		-2.8%		-1.8%		1.7%		-1.2%		0.6%				客単価 キャクタンカ		106.7%		100.9%		103.5%		105.8%		103.8%		102.9%		96.5%		97.7%		99.1%		102.8%		102.2%		100.2%								98%		90%		99%

																																		売上 ウリアゲ

																																補正後 ホセイ ゴ		客数 キャクスウ		97.6%		92.3%		93.8%		101.1%		99.7%		89.5%		96.0%		101.0%		94.8%		94.9%		96.6%		96.6%		99.3%		119.8%		104.8%		101.0%		102.9%		112.1%

																																		客単価 キャクタンカ		105.8%		103.8%		102.9%		96.5%		97.7%		99.1%		102.8%		102.2%		100.2%		102.9%		100.2%		100.9%		97.7%		89.8%		99.1%		103.7%		101.9%		99.9%

				Net Sales																																																																						Net Sales

				# of guests - Head count																																																																						# of guests - Head count

				Sales per guest  - Average soend per head																																																																						Sales per guest  - Average soend per head



				売上 ウリアゲ																																																																						売上 ウリアゲ

				客数 キャクスウ																																																																						客数 キャクスウ

				客単価 キャクタンカ																																																																						客単価 キャクタンカ



																																		CM		110.0%		110.4%		79.4%		125.7%		73.0%		93.0%



				売上 ウリアゲ																																																																						売上 ウリアゲ

				客数 キャクスウ																																																																						客数 キャクスウ

				客単価 キャクタンカ																																																																						客単価 キャクタンカ



																																				0.9229357851
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1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	0.94899059526460705	0.96625631312856342	0.96596933318853218	0.99299999999999999	1.198	1.048	1.01	1.0289999999999999	1.121	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1.028875789193906	1.0017310931142946	1.0085696062261056	0.97699999999999998	0.89800000000000002	0.99099999999999999	1.0369999999999999	1.0189999999999999	0.999	







Sheet1

				FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018.2Q

				8,084,319		8,375,678		8,820,127		9,151,859		9,515,486		9,393,999

				8,084		8,376		8,820		9,152		9,515		9,394

												117.7%		112.2%

												1,431

				2013.04-2014.03		2014.04-2015.03		2015.04-2016.03		2016.04-2017.03		2017.04-2018.03		2018.04-2019.03

				2014年
3月期 ネン ガツキ		2015年
3月期 ネン ガツキ		2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		2019年
3月期3Q ネン ガツキ

				8,084,319		8,375,678		8,821,908		9,153,590		9,517,802		9290333.95227737

				8,084		8,376		8,822		9,154		9,518		9,290

												117.7%		114.9%

												1,433,483		1,206,015

				FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018.2Q

				2014年
3月期 ネン ガツキ		2015年
3月期 ネン ガツキ		2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		2019年
3月期3Q ネン ガツキ



2014年	
3月期	2015年	
3月期	2016年	
3月期	2017年	
3月期	2018年	
3月期	2019年	
3月期3Q	8084.3188461100035	8375.6776849462367	8821.9075525010794	9153.5900605864608	9517.8017006252685	9290.3339522773695	

IFRS16

				大きな変更点は、これまでのファイナンス・リースとオペレーティング・リースという分類がなくなり、あらゆるリースが資産計上されることだ。その結果、莫大な金額のリースが企業会計上に表面化することとなる。さらに、損益計算書上では、ほとんどのオペレーティング・リースの初期の影響が大きくなる。つまり、リースの初期費用が上がる。



				2019年の新基準適用以降、上場企業は2017年と18年の財務諸表にさかのぼって新基準適用を求められることとなる。非上場企業に関しても、同様に2018年と19年にさかのぼって適用となる。

				BS												ＰＬ

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				資産 シサン		○						○●				売上 ウリアゲ

				負債 フサイ		○						○●				販管費 ハ				●

																ＥＢＩＴＤＡ

				簿外 ボガイ				●								減価償却 ゲンカ ショウキャク		○						○●

																営業利益 エイギョウ リエキ

																財務費用 ザイム ヒヨウ		○						○●

																税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ





Sheet2

																								（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS（2019/4/1）※												ＰＬ(2019/4/1～2020/3/31)※

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								84,530				売上 ウリアゲ

				リース資産 シサン		5,658										販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン				15,443

				リース負債 フサイ		3,536						82,407				ＥＢＩＴＤＡ

																減価償却 ゲンカ ショウキャク		○						14,584

				簿外 ボガイ				●								営業利益 エイギョウ リエキ

																財務費用 ザイム ヒヨウ		○						498

																税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ



				BS（新規計上額）※ シンキ ケイジョウ ガク

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								78,872

				リース資産 シサン		○

				リース負債 フサイ		○						78,872



				簿外 ボガイ				●

				※IFRS16影響額に関しましては、将来期間の為替レートが不明、減損が未確定、社宅データが最新のものではないなど、

				数値の変動要素はありますので、その点はご留意ください。





Sheet3

																								（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS（2019/4/1）												ＰＬ(2019/4/1～2020/3/31)

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								84,530				売上 ウリアゲ

				リース資産 シサン		5,658										販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン				15,443

				リース負債 フサイ		3,536						82,407				ＥＢＩＴＤＡ

																減価償却 ゲンカ ショウキャク								14,584

				BS（新規計上額） シンキ ケイジョウ ガク												営業利益 エイギョウ リエキ

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン				財務費用 ザイム ヒヨウ								498

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース				税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ

				使用権資産 シヨウケン シサン								78,872

				リース資産 シサン

				リース負債 フサイ								78,872

				※IFRS16影響額に関しましては、将来期間の為替レートが不明、減損が未確定、社宅データが最新のものではないなど、

				数値の変動要素はありますので、その点はご留意ください。





Sheet6

																				（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS期首影響額 キシュ エイキョウガク										ＰＬ影響額(2019/4/1～2019/6/30) エイキョウガク

						旧会計基準(2019/3/31現在) キュウ カイケイ キジュン ゲンザイ		新基準により
追加的に認識(2019/4/1現在) シン キジュン ツイカテキ ニンシキ ゲンザイ		合計 ゴウケイ						旧会計基準 キュウ		IFRS16
影響額 エイキョウガク		新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース

				使用権資産 シヨウケン シサン				78,094		78,094				売上 ウリアゲ		39,212		0		39,212

				有形リース資産(期末帳簿価額) ユウケイ シサン キマツ チョウボ カガク		2,364				2,364				販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン		4,555		-3,735		819

				リース負債 フサイ		3,536		79,928		83,464				ＥＢＩＴＤＡ		3,653		3,624		7,277

				利益剰余金の減少(税効果会計等考慮後) リエキ ジョウヨキン ゲンショウ ゼイ コウカ カイケイ トウ コウリョ ゴ				880		880				減価償却 ゲンカ ショウキャク		1,126		3,624		4,751

														営業利益 エイギョウ リエキ		1,940		111		2,051

														金融費用 キンユウ ヒヨウ		345		124		469

														税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ		1,382		-13		1,369











将来イメージ



						2019年
3月 ネン ガツ		2020年
3月 ネン ガツ		2021年
3月 ネン ガツ		2022年
3月 ネン ガツ								2026年
3月 ネン ガツ				2019年
3月 ネン ガツ		2020年
3月 ネン ガツ		2021年
3月 ネン ガツ		2022年
3月 ネン ガツ				2026年
3月 ネン ガツ
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								114%		116%		114%								ERROR:#DIV/0!						114%		116%		114%				ERROR:#DIV/0!

						0		39,203		52,239		67,284								150,000				0		39,203		52,239		67,284				150,000

																				500,000														500,000



								205,319		244,293		285,739														205,319		244,293		285,739

						120%		124%		127%		131%		134%		138%		142%		142%				120%		124%		127%		131%		ERROR:#REF!		142%





















































2019年	
3月	2020年	
3月	2021年	
3月	2022年	
3月	2026年	
3月	145190	166116	192054	218455	350000	2019年	
3月	2020年	
3月	2021年	
3月	2022年	
3月	2026年	
3月	1.2	1.236	1.272	1.3080000000000001	1.3440000000000001	1.3800000000000001	1.4160000000000001	1.42	2019年	
3月	2020年	
3月	2021年	
3月	2022年	
3月	2026年	
3月	145190	166116	192054	218455	350000	2019年	
3月	2020年	
3月	2021年	
3月	20	22年	
3月	2026年	
3月	0	39203.375999999989	52238.687999999995	67284.140000000014	150000	

Sheet7

				現状 ゲンジョウ												修正案 シュウセイ アン

						店舗数 テンポ スウ		売上（億円） ウリアゲ オク エン		売上（億円）
/店 ウリアゲ オク エン テン		月商（万円）
/店 ゲツ ショウ マン エン テン						店舗数 テンポ スウ		売上（億円） ウリアゲ オク エン		売上（億円）
/店 ウリアゲ オク エン テン		月商（万円）
/店 ゲツ ショウ マン エン テン

				北米 ホクベイ		1,000		1,000		1.0		833				北米 ホクベイ		1,000		1,000		1.0		833

				中南米 チュウナンベイ		200		100		0.5		417				中南米 チュウナンベイ		200		150		0.8		625

				欧州(+中東） オウシュウ チュウトウ		500		50		0.1		83		⇒		欧州(+中東） オウシュウ チュウトウ		500		350		0.7		583

				アジア		2,300		1,350		0.6		489				アジア		2,000		1,250		0.6		521

				日本 ニホン		2,000		2,500		1.3		1,042				日本 ニホン		2,000		2,000		1.0		833

																　TDJ以外 イガイ		300		250		0.8		694

						6,000		5,000		0.8		694						6,000		5,000		0.8		694
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14.5%

2018.09 原価 人件費 水道光熱費 広告宣伝費 その他

丸亀製麺セグメント セグメント利益率の前年比分析

セグメント利益率は15.9% 広告宣伝費率が上昇したものの、原価率、人件費率等
が改善したことにより前年比で1.4pt上昇
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丸亀製麺セグメント 国内既存店客数・客単価推移

客単価

客数

※グラフは、曜日特性調整後の数値を採用しています。
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1/29～新CM投入以降、出稿量増と
各種施策の効果により、徐々に回復

1月末からの新CM投入と出稿量増および「SUPER FRIDAY」（5月実施）、コラボ
イベントなど各種施策の効果により、徐々に客数が回復

「SUPER FRIDAY」を実施
対象の４日間は290万人が来
店 客数が通常平日の2倍に

前年クーポン多数配布による反動影
響により、客数、客単価が逆転

売上
既存店前年対比

97.6% 96.8% 97.4% 97.0% 107.3% 103.9% 104.7% 105.0% 111.9%



・直近で926万DL アクティブユーザー平均186万人/月 売上は全体の6%程度
・スタンプ機能の活用、シナリオ登録によるプッシュ通知・クーポン配信を自動化

の他、アンケートを実施しご意見に応じた機能の充実を図る

商品・
販促

アプリ

・昆布うどんや鮭とろろぶっかけなどの中価格帯（350円～430円）メニュー
を充実 メニューラインナップは充実したが、高単価の期間限定のフェア商品
の構成比は、依然高い水準を維持

・「SUPER FRIDAY」やONE PIECEとのコラボイベントなどを積極的に開催
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・1/29～「ここのうどんは、生きている」をテーマに「手づくり・できたて」
など本格感を訴求したCMに変更

・6/4～「手づくり・できたて」の本格感を訴求することは維持し、消費者調査
から更にうどんのシズル感も強調した「丸亀食感」をコピーにした新CMを放映
⇒TVCMだけでなく、お客様に「また食べに来たい」と感じていただける店舗
ブランド体験への取り組みを準備、開始

・加えて、マーケティングの知識やスキルを学ぶための社内研修なども実施
社内の「マーケッター」を育成し、他業態へのノウハウ展開も狙う

CM・
マーケ
ティン

グ

丸亀製麺セグメント 主な施策

丸亀製麺における主な施策

・東京秋葉原に狭小立地の実験店舗を開店 立地・販売商品別にタイプ分けを行い
賃料高、人件費高の立地でも成立する新モデルの構築を目指し、検証を開始その他



豚屋とん一セグメント

 売上収益
 前期出店による寄与はあるものの、既存店前年対比が93.7%であったため、

95.5％で着地
 セグメント利益

 新規出店（前期分6店舗を含む）店舗による損失24百万円が影響しているもの
の、事業全体で黒字化を達成

 前々期以前のオープン店舗のセグメント利益率（配賦前）は6％程度
 その他

 実験店舗にて好評であった商品（おろしかつ定食、豚から南蛮定食など）を導
入し、通常苦戦する夏場においても売上増に貢献

 駅前立地店舗において、ランチタイムに商品を限定しクイック提供を試みた他、
飲み放題（30分500円）や串カツなどの導入により夜の時間帯を活性化

豚屋とん一セグメント 損益の概況
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（単位：百万円）

金額 売上比 前期比 金額 売上比 計画比 金額 売上比

売上収益 1,827 100.0% 95.5% 1,940 100.0% 94.2% 1,914 100.0%

セグメント利益 55 3.0% - 29 1.5% 188.2% △ 12 -

計画第2四半期 前年同期


2Q



				連結PL (IFRS) レンケツ

						第2四半期 ダイ シハンキ						計画 ケイカク								前年同期 マエ ネン ドウキ キ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネンヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		80,017		100.0%		111.2%		77,748		100.0%		102.9%				71,981		100.0%

				事業利益 ジギョウ リエキ		5,840		7.3%		132.9%		3,651		4.7%		160.0%				4,393		6.1%

				EBITDA		15,499		19.4%		231.2%		13,793		17.7%		112.4%				6,705		9.3%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		15,560		19.4%		226.4%		14,093		18.1%		110.4%				6,872		9.5%

				営業利益 エイギョウ リエキ		5,084		6.4%		123.3%		3,359		4.3%		151.4%				4,122		5.7%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		4,100		5.1%		99.3%		3,073		4.0%		133.4%				4,128		5.7%

				四半期利益 シハンキ リエキ		2,601		3.3%		89.0%		2,009		2.6%		129.5%				2,923		4.1%				←値張り注意 アタイ バ チュウイ

				親会社の所有者に帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウ キ リエキ		2,569		3.2%		87.1%		1,948		2.5%		131.9%				2,948		4.1%



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		108.5%		47,039		100.0%		104.6%				45,346		100.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%				←　自動リンク ジドウ







				Consolidated PL (IFRS)																												Planned（計画した・された）　

						2Q FY 2019 						2Q FY 2019 (forecast) 								Previous period												一語だけでは違和感がありますがいかがでしょうか

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 				Amount		% to Revenue

				Revenue		80,017		100.0%		111.2%		77,748		100.0%		102.9%				71,981		100.0%										上期計画　H1 2018 (forecast) 

				Contribution margin		5,840		7.3%		132.9%		3,651		5%		160.0%				4,393		6.1%

				EBITDA		15,499		19.4%		231.2%		13,793		18%		112.4%				6,705		9.3%

				Adjusted EBITDA		15,560		19.4%		226.4%		14,093		18.1%		110.4%				6,872		9.5%										売上費　% to Sales 

				Operating profit		5,084		6.4%		123.3%		3,359		4.3%		151.4%				4,122		5.7%

				Profit before tax		4,100		5.1%		99.3%		3,073		4.0%		133.4%				4,128		5.7%										計画比 % to Plan 

				Profit for the year		2,601		3.3%		89.0%		2,009		2.6%		129.5%				2,923		4.1%

				Profit for the year attributable to owners of the parents		2,569		3.2%		87.1%		1,948		2.5%		131.9%				2,948		4.1%										前年比 YoY



				Marugameseimen segment																												英語では、表記の統一が重要になります。

				Revenue		49,183		100%		108.5%		47,039		100%		104.6%				45,346		100%										Pnanned(FY2018 2Q)

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%										 (2Q 2018) と期が前に来ます。

				Overseas segment																												カッコの前後には半角スペースが必要です。

				Revenue		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%





















4Q1



				連結PL (IFRS) レンケツ

						当期 トウキ										計画 ケイカク								前期 ゼンキ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		進捗率 シンチョク リツ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネンヒ				※値張りがあるので、計算式をチェック アタイ バ ケイサン シキ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		116,504		100.0%		49,660		100.0%		114.5%		112,233		100.0%		103.8%				101,779		100.0%		114.5%

				EBITDA		11,745		10.1%		-		-		-		-		-		-				12,167		12.0%		96.5%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		12,362		10.6%		-		-		96%		14,057		12.5%		87.9%				12,934		12.7%		95.6%

				営業利益 エイギョウ リエキ		7,635		6.6%		4,490		9.0%		88.6%		8,851		7.9%		86.3%				8,619		8.5%		88.6%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		7,175		6.2%		4,380		8.8%		84.8%		8,993		8.0%		79.8%				8,466		8.3%		84.8%

				当期利益 トウキ リエキ		4,663		4.0%		2,800		5.6%		83.5%		5,968		5.3%		78.1%				5,585		5.5%		83.5%				78.1%		※値張り アタイ バ

				親会社の所有者に帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウ キ リエキ		4,665		4.0%		2,810		5.7%		82.8%		5,970		5.3%		78.1%				5,631		5.5%		82.8%				78.1%		※値張り アタイ バ



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		49,660		100.0%		57.5%		89,306		100.0%		55.1%				85,598		100.0%		57.5%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		7,832		6.7%		-		-		-		14,913		-		-				13,674		13.4%		57.3%				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		49,660		100.0%		287.0%		6,876		100.0%		243.2%				5,826		100.0%		287.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		2,352		2.0%		-		-		-		366		-		-				363		0.4%		647.9%				←　自動リンク ジドウ

										　







				Consolidated PL (IFRS)

						FY 2017										FY 2017 Plan								Previous period

						Amount		Ratio to
Revenue		Planned		Ratio to
Revenue		Ratio to
Plannede		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Planned				Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		116,504		100.0%		49,660		100.0%		114.5%		112,233		100.0%		103.8%		0		101,779		100.0%		114.5%

				EBITDA		11,745		10.1%		-		-		-		-		-		-		0		12,167		12.0%		96.5%

				Adjusted EBITDA		12,362		10.6%		-		-		96%		14,057		12.5%		87.9%		0		12,934		12.7%		95.6%

				Operating profit		7,635		6.6%		4,490		9.0%		88.6%		8,851		7.9%		86.3%		0		8,619		8.5%		88.6%

				Profit before tax		7,175		6.2%		4,380		8.8%		84.8%		8,993		8.0%		79.8%		0		8,466		8.3%		84.8%

				Profit for the year		4,663		4.0%		2,800		5.6%		83.5%		5,968		5.3%		78.1%		0		5,585		5.5%		83.5%

				Profit for the year attributable to owners of the parents		4,665		4.0%		2,810		5.7%		82.8%		5,970		5.3%		78.1%		0		5,631		5.5%		82.8%

				Marugameseimen segment

				Revenue		49,183		100.0%		49,660		100.0%		57.5%		89,306		100.0%		55.1%		0		85,598		100.0%		57.5%

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		6.7%		-		-		-		14,913		-		-		0		13,674		13.4%		57.3%

				Overseas segment

				Revenue		16,720		100.0%		49,660		100.0%		287.0%		6,876		100.0%		243.2%		0		5,826		100.0%		287.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		2,352		2.0%		-		-		-		366		-		-		0		363		0.4%		647.9%





4Q



				連結PL (IFRS) レンケツ

						当期 トウキ						計画 ケイカク								前期 マエ ドウキ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		145,022		100.0%		124.5%		144,673		100.0%		100.2%				116,504		100.0%		124.5%

				EBITDA		8,671		6.0%		73.8%		-		-		-				11,745		10.1%		73.8%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		12,402		8.6%		100.3%		-		-		-				12,362		10.6%		100.3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		2,302		1.6%		30.2%		4,710		3.3%		48.9%				7,635		6.6%		30.2%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		1,337		0.9%		18.6%		4,219		2.9%		31.7%				7,175		6.2%		18.6%

				当期利益 トウキ リエキ		221		0.2%		4.7%		3,017		2.1%		7.3%				4,663		4.0%		4.7%				←値張り注意 アタイ バ チュウイ

				親会社の所有者に帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウ キ リエキ		267		0.2%		5.7%		3,105		2.1%		8.6%				4,665		4.0%		5.7%



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		108.5%		47,039		100.0%		104.6%				45,346		100.0%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%		0.0%				←　自動リンク ジドウ







				Consolidated PL (IFRS)																														Planned（計画した・された）　

						FY 2019 						Full -year forecast								FY 2018														一語だけでは違和感がありますがいかがでしょうか

						Millions of yen		Ratio to revenue		YoY change		Millions of yen		Ratio to revenue		Ratio to budget				Millions of yen		Ratio to revenue		YoY change

				Revenue		145,022		100.0%		124.5%		144,673		100.0%		100.2%				116,504		100.0%		124.5%										上期計画　H1 2018 (forecast) 

				EBITDA		8,671		6.0%		73.8%		-		-		-				11,745		10.1%		73.8%

				Adjusted EBITDA		12,402		8.6%		100.3%		-		-		-				12,362		10.6%		100.3%										売上費　% to Sales 

				Operating profit		2,302		1.6%		30.2%		4,710		3.3%		48.9%				7,635		6.6%		30.2%

				Profit before tax		1,337		0.9%		18.6%		4,219		2.9%		31.7%				7,175		6.2%		18.6%										計画比 % to Plan 

				Profit for the year		221		0.2%		4.7%		3,017		2.1%		7.3%				4,663		4.0%		4.7%

				Profit for the year attributable to owners of the parents		267		0.2%		5.7%		3,105		2.1%		8.6%				4,665		4.0%		5.7%										前年比 YoY



				Marugameseimen segment																														英語では、表記の統一が重要になります。

				Revenue		49,183		100%		108.5%		47,039		100%		104.6%				45,346		100%		0.0%										Pnanned(FY2018 2Q)

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%		0.0%										 (2Q 2018) と期が前に来ます。

				Overseas segment																														カッコの前後には半角スペースが必要です。

				Revenue		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%		0.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%		0.0%





















丸亀PL



				※項目　丸亀製麺を更新すれば他のセグメントもリンク コウモク マ コウシン タ																																																				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期 ダイ シハンキ						計画 ケイカク										前年同期 ゼンネン ドウキ																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキ ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキ ヒ																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		108.5%		47,039		100.0%		104.6%		104.6%				45,346		100.0%		108.5%																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%		117.8%				6,595		14.5%		118.8%		1,237																												税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Marugameseimen segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		49,183		100%		108.5%		47,039		100%		104.6%		104.6%				45,346		100%		108.5%										19,324		-		254.5%

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%		117.8%				6,595		14.5%		118.8%										14,576		75.4%		53.7%























とん一PL



																																																								その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				豚屋とん一セグメントPL  ブタ ヤ イチ																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期						計画										前年同期																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		1,827		100.0%		95.5%		1,940		100.0%		94.2%		94.2%				1,914		100.0%		95.5%																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ		55		3.0%		-		29		1.5%		188.2%		-				△ 12		-		-458.3%		67																												税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Butaya tonichi segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		1,827		100.0%		95.5%		1,940		100.0%		94.2%		94.2%				1,914		100.0%		95.5%										19,324		-		9.5%

				Operating profit of Butaya tonichi segment		55		3.0%		-		29		1.5%		2		-				△ 12		-		-458.3%										14,576		75.4%		0.4%























カフェPL



																																																								その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				カフェセグメントPL 																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期						計画										前年同期																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		2,595		100.0%		149.0%		2,278		100.0%		113.9%		113.9%				1,742		100.0%		149.0%																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ		116		4.5%		-		94		4.1%		123.4%		-				69		-		168.1%		47																												税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Butaya tonichi segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		2,595		100.0%		149.0%		2,278		100.0%		113.9%		113.9%				1,742		100.0%		149.0%										19,324		-		13.4%

				Operating profit of Butaya tonichi segment		116		4.5%		-		94		4.1%		1		-				69		-		168.1%										14,576		75.4%		0.8%























海外ＰＬ

				海外事業セグメントＰＬ カイガイ ジギョウ

						第2四半期						計画										前年同期

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%		102.0%				14,906		100.0%		112.2%

				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%		124.5%				1,695		11.4%		138.8%		657







				Overseas segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%		102.0%				14,906		100.0%		112.2%

				Operating profit of Overseas segment		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%		124.5%				1,695		11.4%		138.8%

















店舗数



								2019年
3月末 ネン ガツ マツ		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								出店		退店		2019年
9月末 ネン ガツ マツ

										1Q		2Q		3Q		4Q

				国内 コクナイ				1,103		7		0		-2		-4		36		16		1,123

						内、丸亀製麺 ウチ		817		7				-2		-4		11		4		824

				海外 カイガイ				575		-1				1		1		61		34		602

				合 計 ゴウ ケイ				1,678		6		0		-1		-3		97		50		1,725





								2019
Mar		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								Open		Close		2019
June

										1Q		2Q		3Q		4Q

				Domestic				1,103		7		0		(2)		(4)		36		16		1,123

						Marugame Seimen		817		7		0		(2)		(4)		11		4		824

				Overseas				575		(1)		0		1		1		61		34		602

				Total				1,678		6		0		(1)		(3)		97		50		1,725



















国内店舗数

				国内 コクナイ

				運営業態 ウンエイ ギョウタイ						2019年
3月末 ネン ガツ マツ		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								累計 ルイケイ				2019年
9月末 ネン ガツ マツ

												1Q		2Q		3Q		4Q		出店 シュッテン		退店 タイ テン

				丸亀製麺（うどん） マルガメ セイメン						817		5		1		2		-3		11		4		824

						RS				637		7				-2		-4		4		3		638

						SC				180		-2		1		4		1		7		1		186

				とりどーる（焼き鳥） ヤ トリ						15		-1		-1						0		2		13

				豚屋とん一等（豚カツ・トンテキ） ブタ ヤ イチ トウ トン						53										1		0		54

				丸醤屋（ラーメン） マル ジャン ヤ						11								-1		0		1		10

				長田本庄軒（焼きそば） ナ ヤ						10										2		0		12

				コナズ珈琲等（カフェ） コーヒー トウ						29										4		0		33

				天ぷらまきの（天ぷら定食） テン テン テイショク						11										5		0		16

				晩杯屋（立ち飲み） ※1 バン ハイ ヤ タ ノ						49										0		4		45

				ずんどう屋（ラーメン） ヤ						45										3		0		48

				その他 タ						63		-1				1		1		10		5		68				出店 シュッテン		ヤマキ 7、鳥八代 １、いぶき １、福はうち １ トリ ハチダイ フク

				合 計 ゴウ ケイ						1,103		3		0		3		-3		36		16		1,123				退店 タイテン		Collective 2、麺屋どおり １、ヤマキ ２、 メン ヤ









				Domestic

				Brands						Mar
2019		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								During period				Sep
2019								Roadside locations "roadside"は一語です。

												1Q		2Q		3Q		4Q		Open		Close

				Marugame Seimen (Udon)						817		5		1		2		-3		11		4		824								Mall locations/Shopping center locaitons

						Roadside locations				637		7		0		-2		-4		4		3		638

						Shopping center locaitons				180		-2		1		4		1		7		1		186								ショッピングセンターは固有名詞ではないので

				Toridoll (Yakitori)						15		-1		-1		0		0		0		2		13								最初だけ大文字です。

				Butaya Tonichi （Tonkatsu,tonteki）						53		0		0		0		0		1		0		54								とんいちの表記の揺らぎを統一する必要があります

				Marushoya (Ramen)						11		0		0		0		-1		0		1		10

				Nagatahonjoken (Yakisoba)						10		0		0		0		0		2		0		12

				Kona's CoffeeRoasted（Cafe）						29		0		0		0		0		4		0		33

				Makino（Tenpura）						11		0		0		0		0		5		0		16

				Banpaiya (Standing Bar)						49		0		0		0		0		0		4		45

				Zundoya (Ramen)						45		0		0		0		0		3		0		48

				Others						63		-1		0		1		1		10		5		68

				Total						1,103		3		0		3		-3		36		16		1,123























海外店舗数

						海外 カイガイ

						業態 ギョウタイ		運営形態 ウンエイ ケイタイ		持分
比率 モチブン ヒリツ		エリア		直営 チョクエイ								FC								総合計 ソウ ゴウケイ

														2019年 ネン		通期累計 ツウキ ルイ ケイ				2019年 ネン		2019年 ネン		通期累計 ツウキ ルイ ケイ				2019年 ネン

														3月末 ガツ マツ		出店 シュッテン		退店 シリゾ ミセ		9月末 ガツ マツ		3月末 ガツ マツ		出店 シュッテン		退店 シリゾ ミセ		9月末 ガツ マツ

						丸亀製麺 マルガメ セイメン		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		6		2		0		8		0		0		0		0		8

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		韓国 カンコク		6		0		-1		5		4		0		0		4		9

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		90%		台湾 タイワン		30		1		0		31		0		0		0		0		31

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		65%		カンボジア		2		0		-1		1		0		2		0		2		3

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		タイ		19		0		0		19		0		0		0		0		19

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		37%		中国 チュウゴク		76		9		-10		75		5		0		0		5		80		(丸亀製麺等） マルガメ セイメン トウ

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		33%		シンガポール		3		0		0		3		0		0		0		0		3

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		インドネシア		0		0		0		0		51		7		-1		57		57

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		ベトナム		0		0		0		0		10		0		0		10		10

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		オーストラリア		0		0		0		0		2		2		0		4		4

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		フィリピン		0		0		0		0		4		3		0		7		7

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		ロシア		0		0		0		0		6		1		0		7		7		⇒　次回より「ロイヤリティ収入」に変更 ジカイ シュウニュウ ヘンコウ

						譚仔雲南米線		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		中国(香港） チュウゴク ホンコン		53		2		0		55		0		0		0		0		55

						譚仔三哥米線		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		中国(香港） チュウゴク		54		4		0		58		0		0		0		0		58

						MONSTER CURRY		連結子会社 レンケツ コガイシャ		70%		シンガポール		13		0		0		13		0		0		0		0		13

						Wok to Walk		連結子会社 レンケツ コガイシャ		60%		欧州等 オウシュウ トウ		2		0		-2		0		101		11		-6		106		106		←将来的にはエリア別記載とChill Chillの分離を検討 ショウライテキ ベツ キサイ ブンリ ケントウ

						Boat Noodle等 トウ		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		49%		マレーシア等 トウ		65		3		-10		58		6		3		0		9		67		←ＦＣ：インドネシア、ブルネイ、シンガポール

						Boat Noodle		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		ミャンマー		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Shoryu（昇龍） ショウリュウ		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		39%		イギリス		11		0		0		11		0		0		0		0		11

						Poke		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		アメリカ等 トウ		32		0		-1		31		7		11		0		18		49

						とん一 イチ		連結子会社 レンケツ コガイシャ		90%		台湾 タイワン		4		0		-2		2		0		0		0		0		2

						Tokyo Table		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		1		0		0		1		0		0		0		0		1		←Saly Papa含む フク

						Crackin' Kitchen等 トウ		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						合　計 ア ケイ								379		21		-27		373		196		40		-7		229		602



						Overseas

						Brands		Units		Shareholding ratio		Area		 Own stores								FC								Total										3Q FY2017

														2019		FY2019				2019		2019		FY2019				2019												Open　Openings

														Mar		Openings		Closures		Sep		Mar		Openings		Closures		Sep												Close　Closures

						Marugame Seimen		Subsidiaries		100%		USA		6		2		0		8		0		0		0		0		8										Direct operation → Own stores

								Subsidiaries		100%		Korea		6		0		-1		5		4		0		0		4		9										Investment ratio → Shareholding ratio

								Subsidiaries		90%		Taiwan		30		1		0		31		0		0		0		0		31										Operation form → Units

								Subsidiaries		65%		Cambodia		2		0		-1		1		0		2		0		2		3										JVs → Joint ventures

								JVs		40%		Thailand		19		0		0		19		0		0		0		0		19

								JVs		37%		China		76		9		-10		75		5		0		0		5		80		(丸亀製麺等） マルガメ セイメン トウ								Zundouya は海外では　Zund　でしょうか

								JVs		33%		Singapore		3		0		0		3		0		0		0		0		3										また雲南ヌードルの社名も英語にしてください

								FCs		-		Indonesia		0		0		0		0		51		7		-1		57		57										Tam Jai Yunnan Mixian  

								FCs		-		Vietnam		0		0		0		0		10		0		0		10		10										Tam Jai Sam Gor Mixian

								FCs		-		Australia		0		0		0		0		2		2		0		4		4

								FCs		-		Philippines		0		0		0		0		4		3		0		7		7

								FCs		-		Russia		0		0		0		0		6		1		0		7		7										FCS → Franchise stores

						Tam Jai Yunnan Mixian  		Subsidiaries		100%		China		53		2		0		55		0		0		0		0		55

						Tam Jai Sam Gor Mixian		Subsidiaries		100%		China		54		4		0		58		0		0		0		0		58

						MONSTER CURRY		Subsidiaries		70%		Singapore		13		0		0		13		0		0		0		0		13

						Wok to Walk		Subsidiaries		60%		Europe, etc		2		0		-2		0		101		11		-6		106		106

						Boat Noodle, etc		JVs		49%		Malaysia, etc		65		3		-10		58		6		3		0		9		67		←将来的にはエリア別記載とChill Chillの分離を検討 ショウライテキ ベツ キサイ ブンリ ケントウ

						Boat Noodle		JVs		40%		Myanmar		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Shoryu		JVs		39%		UK		11		0		0		11		0		0		0		0		11

						Poke		JVs				USA, etc		32		0		-1		31		7		11		0		18		49

						Ton-ichi		Subsidiaries		90%		Taiwan		4		0		-2		2		0		0		0		0		2

						Tokyo Table		Subsidiaries		100%		USA		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Crackin' Kitchen		Subsidiaries		100%		USA		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Total								379		21		-27		373		196		40		-7		229		602







販管費

						↓　値張り アタイ バ																				Dec
2016		Increase of COGS ratio		Increase of labor cost ratio		Decrease of utitily cost ratio		Increase of Advertising cost ratio		Decrease of other cost ratio		Dec
2017						Outsourced expenses cost ratio

				IFRS																				A		0.0%		6.1%		5.2%		5.2%		5.37%		5.373%		0.0%						4.68%

						当期 トウ キ		前期 ゼン キ		当期 トウ キ		前期 ゼン キ												B		6.6%		0.5%		1.0%		0.3%		0.1%		0.1%		5.5%						0.7%

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		84,611,870,484		76,410,732,534		100.0%		100.0%								6.63%								7.1%		6.2%		5.5%		5.60%		5.47%								6.29%

				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		22,114,638,095		19,597,952,094		26.1%		25.6%		0.49%		0.5%				0.49%																		-0.003%

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		62,497,232,389		56,812,780,440		73.9%		74.4%		-0.49%		-0.5%				0.95%						12.63%												11.38%

				人件費 ジンケンヒ		25,998,829,075		22,750,669,742		30.7%		29.8%		0.95%		1.0%				-0.30%

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		5,600,694,221		5,285,510,882		6.6%		6.9%		-0.30%		-0.3%				0.11%

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		3,008,620,794		2,630,257,849		3.6%		3.4%		0.11%		0.2%				0.30%

				外部委託費 ガイブ イタク ヒ		1,204,491,635		556,939,561		1.4%		0.7%		0.69%		0.9%

				減価償却 ゲンカ ショウキャク		2,822,536,290		2,630,600,253		3.3%		3.4%		-0.11%		0.1%

				非経常的費用項目 ヒ ケイジョウ テキ ヒヨウ コウモク						0.0%		0.0%		0.00%		0.0%

				その他経費 タ ケイヒ		20,280,276,639		18,621,209,302		24.0%		24.4%		-0.40%		-0.4%

				販管費合計 ハンカンヒ ゴウケイ		56,092,912,364		49,844,587,336		66.3%		65.2%		1.06%		1.1%

				減損損失 ゲンソン ソンシツ		197,019,359		174,192,361		0.2%		0.2%		0.00%		0.0%

				その他の営業収益		209,974,802		373,096,998		0.2%		0.5%		-0.24%		-0.2%

				その他の営業費用		290,358,876		182,532,680		0.3%		0.2%		0.10%		0.1%

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,126,916,592		6,984,565,061		7.2%		9.1%		-1.90%		-1.9%

				金融収益		214,537,303		158,888,535		0.3%		0.2%		0.05%		0.0%

				金融費用		204,615,613		209,755,449		0.2%		0.3%		-0.03%		-0.0%

				持分法による投資損益		(45,923,735)		32,780,539		-0.1%		0.0%		-0.10%		-0.1%

				税引前利益-IFRS		6,090,914,547		6,966,478,686		7.2%		9.1%		-1.92%		-1.9%



				EBITDA		9,029,836,956		9,424,600,996		10.7%		12.3%		-1.66%		-1.7%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		9,625,721,108		9,650,528,423		11.4%		12.6%		-1.25%		0.1%





				※アウトラインの資料は＋－がややこしいので、アウトラインと違う資料をもらうこと！ シリョウ チガ シリョウ



						当期 トウ キ				前期 ゼン キ

				売上収益-IFRS		84,611,870,484				76,410,732,534

				売上原価-IFRS		22,114,638,095		26.1%		19,597,952,094		25.6%		0.5%

				売上総利益-IFRS		62,497,232,389		73.9%		56,812,780,440		74.4%		-0.5%

				役員報酬		108,250,002		0.1%		96,300,000		0.1%		0.0%

				従業員給与手当		4,251,910,385		5.0%		3,264,218,911		4.3%		0.8%

				従業員賞与		294,363,696		0.3%		347,556,450		0.5%		-0.1%

				従業員賞与引当金繰入額		263,711,252		0.3%		178,669,616		0.2%		0.1%

				アルバイト料		18,107,580,347		21.4%		16,321,483,339		21.4%		0.0%

				法定福利費		1,892,859,523		2.2%		1,521,885,102		2.0%		0.2%

				厚生費		273,222,179		0.3%		236,219,611		0.3%		0.0%

				退職給付費用		149,941,697		0.2%		133,743,809		0.2%		0.0%

				研修費		91,559,816		0.1%		53,362,661		0.1%		0.0%

				株式報酬費用		54,682,240		0.1%		61,835,720		0.1%		-0.0%

						25,998,829,075		30.7%		22,750,669,742		29.8%		1.0%

				減価償却費(販管)		2,822,536,290		3.3%		2,630,600,253		3.4%		-0.11%

				地代家賃		8,669,876,965		10.2%		7,984,604,610		10.4%		-0.20%

				電気料金		3,114,409,866		3.7%		2,811,307,132		3.7%		0.00%

				ガス料金		604,463,439		0.7%		521,485,071		0.7%		0.03%

				水道料金		1,861,837,616		2.2%		1,932,147,803		2.5%		-0.3%

						5,600,694,221		6.6%		5,285,510,882		6.9%		-0.3%

				備品消耗品費		1,536,121,739		1.8%		1,423,941,890		1.9%		-0.0%

				厨房備品食器費		616,137,407		0.7%		622,442,100		0.8%		-0.1%

				炭代		19,983,300		0.0%		20,570,876		0.0%		-0.0%

				被服費		310,825,129		0.4%		273,273,775		0.4%		0.0%

				開店時経費		250,779,337		0.3%		163,398,764		0.2%		0.1%

				定期メンテナンス費		476,580,650		0.6%		390,988,628		0.5%		0.1%

				保守点検料		2,054,919		0.0%		354,650		0.0%		0.0%

				警備料		595,671,384		0.7%		551,618,341		0.7%		-0.0%

				求人広告費		510,747,938		0.6%		535,394,523		0.7%		-0.1%

				支払手数料		657,366,431		0.8%		473,775,940		0.6%		0.2%

				荷造費		1,896		0.0%				0.0%		0.0%

				運搬費		964,386		0.0%				0.0%		0.0%

				リース・賃借料		26,867,764		0.0%		13,271,124		0.0%		0.0%

				外部委託費		1,204,491,635		1.4%		556,939,561		0.7%		0.7%												Dec
2016		Increase of COGS ratio		Increase of labor cost ratio		Decrease of utitily cost ratio		Increase of Advertising cost ratio		Decrease of other cost ratio		Dec
2017

				寄付金		15,017,016		0.0%		6,152,671		0.0%		0.0%												0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.00%		0.000%		0.0%

				衛生管理費		692,339,799		0.8%		609,215,331		0.8%		0.0%

				塵芥料		530,476,058		0.6%		504,529,603		0.7%		-0.0%												H29.3期
3Q キ		売上
原価率
の増加 ウリアゲ ゲンカ リツ ゾウカ		人件費率
の増加 ジンケンヒ リツ ゾウカ		水道
光熱費率
の減少 スイドウ コウネツヒ リツ ゲンショウ		広告宣伝費率
の増加 コウコク センデンヒ リツ ゾウカ		その他
経費率
の増加 タ ケイヒ リツ ゾウカ		H30.3期
3Q キ						外部委託費
の増加 ガイブ イタク ヒ ゾウカ

				お客様対応費		14,658,964		0.0%		13,904,231		0.0%		-0.0%

				商品開発費		48,854,784		0.1%		28,088,380		0.0%		0.0%

				業態開発費		7,795,434		0.0%		9,889,498		0.0%		-0.0%

				広告宣伝費		3,008,620,794		3.6%		2,630,257,849		3.4%		0.1%

				福利厚生費(販管)		1,296,795		0.0%				0.0%		0.0%

				接待交際費		85,773,510		0.1%		94,771,534		0.1%		-0.0%

				会議費		20,621,775		0.0%		13,479,002		0.0%		0.0%																悪化 アッカ		改善 カイゼン

				旅費交通費		641,341,918		0.8%		514,056,094		0.7%		0.1%														12.6%						12.6%

				通信費		406,286,357		0.5%		402,376,664		0.5%		-0.0%												原価 ゲンカ				0.5%				12.1%

				事業税等		4,283,742		0.0%				0.0%		0.0%												人件費 ジンケンヒ				1.0%				11.2%

				租税公課		383,083,463		0.5%		721,992,640		0.9%		-0.5%												水道光熱費 スイドウ コウネツヒ						0.3%		11.5%

				修繕費		1,010,202,596		1.2%		817,273,886		1.1%		0.1%												広告宣伝費 コウコク センデンヒ				0.1%				11.3%

				保険料		141,634,593		0.2%		117,153,401		0.2%		0.0%												外部委託費 ガイブ イタク ヒ				0.7%				10.6%

				貸倒引当金繰入額(販管)				0.0%		0		0.0%		0.0%																				10.6%

				のれん償却額				0.0%		0		0.0%		0.0%

				雑費		315,321,537		0.4%		240,056,292		0.3%		0.1%														11.4%						0.8%

				為替換算誤差		(4,495,999)		-0.0%		0		0.0%		-0.0%

				販売費及び一般管理費-IFRS		56,092,912,364		66.3%		49,844,587,336		65.2%		1.1%

				減損損失(特別)		197,019,359		0.2%		174,192,361		0.2%		0.0%

				減損損失-IFRS		197,019,359		0.2%		174,192,361		0.2%		0.0%

				受取協賛金		28,347,221		0.0%		7,182,014		0.0%		0.0%

				受取給付金				0.0%		18,631,066		0.0%		-0.0%

				受取保険金		8,389,093		0.0%		20,827,797		0.0%		-0.0%

				受取地代家賃		39,790,668		0.0%		29,405,074		0.0%		0.0%

				店舗閉鎖損失引当金戻入益		3,024,900		0.0%		42,842,250		0.1%		-0.1%

				その他の営業外収益		129,591,887		0.2%		103,524,768		0.1%		0.0%

				その他特別利益		831,033		0.0%		150,684,029		0.2%		-0.2%

				負ののれん償却額				0.0%		0		0.0%		0.0%

				その他の営業収益-IFRS		209,974,802		0.2%		373,096,998		0.5%		-0.2%

				固定資産除却損（営業外）		189,939,267		0.2%		63,302,783		0.1%		0.1%

				固定資産売却損(特別)		1,891,623		0.0%		5,436,180		0.0%		-0.0%

				固定資産除却損(特別)		15,054,213		0.0%		1,613,675		0.0%		0.0%

				その他の営業外費用		81,259,435		0.1%		30,858,047		0.0%		0.1%

				その他特別損失		2,214,338		0.0%		81,321,995		0.1%		-0.1%

				その他の営業費用-IFRS		290,358,876		0.3%		182,532,680		0.2%		0.1%

				営業利益-IFRS		6,126,916,592		7.2%		6,984,565,061		9.1%		-1.9%

				受取利息		111,269,374		0.1%		132,166,662		0.2%		-0.0%

				受取配当金		0		0.0%		1,082,988		0.0%		-0.0%

				為替差益		102,406,861		0.1%		25,243,762		0.0%		0.1%

				貸倒引当金戻入額		861,068		0.0%		395,123		0.0%		0.0%

				金融収益-IFRS		214,537,303		0.3%		158,888,535		0.2%		0.0%

				支払手数料（営業外）		176,301		0.0%				0.0%		0.0%

				支払利息及び割引料		204,439,312		0.2%		209,738,516		0.3%		-0.0%

				投資有証評価損(特別)				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替差損		0		0.0%		0		0.0%		0.0%

				貸倒引当金繰入額(営業外)				0.0%		16,933		0.0%		-0.0%

				金融費用-IFRS		204,615,613		0.2%		209,755,449		0.3%		-0.0%

				金融収益・費用純額-IFRS		9,921,690		0.0%		(50,866,914)		-0.1%		0.1%

				持分法による投資利益		0		0.0%		32,780,539		0.0%		-0.0%

				持分法による投資損失		45,923,735		0.1%		0		0.0%		0.1%

				持分法による投資損益-IFRS		(45,923,735)		-0.1%		32,780,539		0.0%		-0.1%

				税引前利益-IFRS		6,090,914,547		7.2%		6,966,478,686		9.1%		-1.9%

				法人税、住民税及び事業税		2,268,587,516		2.7%		2,404,932,387		3.1%		-0.5%

				法人税等調整額		(168,234,397)		-0.2%		(125,953,201)		-0.2%		-0.0%

				法人所得税費用-IFRS		2,100,353,119		2.5%		2,278,979,186		3.0%		-0.5%

				当期利益-IFRS		3,990,561,428		4.7%		4,687,499,500		6.1%		-1.4%

				少数株主損益		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				少数株主損益(控除)		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				当期利益(計)		3,976,600,697		4.7%		4,703,918,074		6.2%		-1.5%

				少数株主損益(加算)		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				少数株主損益調整前当期純利益2		3,990,561,428		4.7%		4,687,499,500		6.1%		-1.4%

				為替換算調整勘定-期首調整				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定-増減		(24,512,511)		-0.0%		(673,794,264)		-0.9%		0.9%

				為替換算調整勘定-組替調整額				0.0%		(8,967,051)		-0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定-換算調整		190,918,936		0.2%		(222,390,934)		-0.3%		0.5%

				為替換算調整勘定-税効果				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定		166,406,425		0.2%		(905,152,249)		-1.2%		1.4%

				在外営業活動体の換算差額-IFRS		166,406,425		0.2%		(905,152,249)		-1.2%		1.4%

				為替換算調整勘定-持分損益		60,941,835		0.1%		(655,780,616)		-0.9%		0.9%

				持分法適用会社に対する持分相当額		60,941,835		0.1%		(655,780,616)		-0.9%		0.9%

				その他の包括利益合計-IFRS		227,348,260		0.3%		(1,560,932,865)		-2.0%		2.3%

				包括利益-IFRS		4,217,909,688		5.0%		3,126,566,635		4.1%		0.9%

				親会社株主に係る包括利益		4,138,526,729		4.9%		3,251,408,331		4.3%		0.6%

				為替換算調整勘定-少持損益		65,422,228		0.1%		(108,423,122)		-0.1%		0.2%

				少数株主に係る包括利益		79,382,959		0.1%		(124,841,696)		-0.2%		0.3%

				資本剰余金期首残高		4,007,005,257		4.7%		3,946,667,082		5.2%		-0.4%

				資本剰余金期首残高計		4,007,005,257		4.7%		3,946,667,082		5.2%		-0.4%

				新株式発行高		0		0.0%				0.0%		0.0%

				ストックオプション行使		46,021,543		0.1%		61,421,483		0.1%		-0.0%

				子会社増加増加高(CS)		0		0.0%		580,547,721		0.8%		-0.8%

				持分増加増加高(CS)				0.0%		(580,547,721)		-0.8%		0.8%

				資本剰余増加(その他)				0.0%		(7,179,474)		-0.0%		0.0%

				資本剰余金増加額計		46,021,543		0.1%		54,242,009		0.1%		-0.0%

				資本剰余金期末残高計		4,053,026,800		4.8%		4,000,909,091		5.2%		-0.4%

				利益剰余金期首残高		25,668,638,036		30.3%		21,218,844,514		27.8%		2.6%

				利益剰余金期首調整額		144,544,938		0.2%		0		0.0%		0.2%

				利益剰余金期首残高計		25,813,182,974		30.5%		21218844514		27.8%		2.7%

				当期利益計		3,976,600,697		4.7%		4,703,918,074		6.2%		-1.5%

				子会社増加増加高(SS)		0		0.0%		-8607819577		-11.3%		11.3%

				子会社減少増加高(SS)		310		0.0%				0.0%		0.0%

				持分増加増加高(SS)				0.0%		8607819577		11.3%		-11.3%

				利益剰余金増加額計		3,976,601,007		4.7%		4703918074		6.2%		-1.5%

				支払配当金(前期分)		0		0.0%		1		0.0%		-0.0%

				支払配当金(期末)		1,127,884,966		1.3%		1039355784		1.4%		-0.0%

				子会社増加減少高(SS)		0		0.0%				0.0%		0.0%

				子会社減少減少高(SS)		3,106,557		0.0%		0		0.0%		0.0%

				持分減少減少高(SS)		0		0.0%		0		0.0%		0.0%

				利益剰余金減少額計		1,130,991,523		1.3%		1039355785		1.4%		-0.0%

				利益剰余金期末残高計		28,658,792,458		33.9%		24883406803		32.6%		1.3%



























































































































































A	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	0	6.1414073879174302E-2	5.1884232756536808E-2	5.18	84232756536808E-2	5.3728542335630798E-2	5.3728542335630798E-2	0	B	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	6.6298074929537765E-2	4.8840010503634623E-3	9.5298411226374946E-3	2.9795907585764281E-3	1.1352811794824377E-3	1E-3	5.4763246846318239E-2	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	1	





丸亀製麺　販管費

				2017.06		原価率 ゲンカ リツ		人件費率 ジンケンヒ		水道光熱費率 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費率 コウコク センデンヒ		その他経費率 タ ケイヒ		2018.06

				丸亀製麺 マ

				June
2017		COGS ratio		labor cost ratio		utitily cost ratio		Advertising cost ratio		other cost ratio		June
2018

						15.80%		15.10%		15.00%		15.00%		15.20%

				16.10%		0.30%		0.70%		0.10%		0.70%		0.50%		15.20%



				June
2017		COGS ratio		labor cost ratio		utitily cost ratio		Advertising cost ratio		other cost ratio		June
2018

						2.800%		2.100%		2.000%		2.000%		2.200%

				3.100%		0.30%		0.70%		0.10%		0.70%		0.50%		2.200%





				連結 レンケツ

				H29.03		原価 ゲンカ		人件費 ジンケンヒ		水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費 コウコク センデンヒ		その他経費 タ ケイヒ		H30.03

						24.80%		24.80%		25.50%

				26.50%		1.70%		0.70%		0.40%		0.00%		0.30%		24.20%



				H29.03		原価 ゲンカ		人件費 ジンケンヒ		水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費 コウコク センデンヒ		その他経費 タ ケイヒ		H30.03

						-0.200%		-0.200%		0.500%

				1.500%		1.70%		0.70%		0.40%						-0.800%

				Mar
2017		COGS ratio		labor cost ratio		utitily cost ratio		Advertising cost ratio		other cost ratio		Mar
2018						Outsourced expenses cost ratio

				0		150		250		100

				150		100		50		200		100



0	150	250	100	150	100	50	200	100	June	
2017	COGS ratio	labor cost ratio	utitily cost ratio	Advertising cost ratio	other cost ratio	June	
2018	2.7999999999999997E-2	2.0999999999999991E-2	1.999999999999999E-2	1.999999999999999E-2	2.1999999999999992E-2	June	
2017	COGS ratio	labor cost ratio	utitily cost ratio	Advertising cost ratio	other cost ratio	June	
2018	3.1E-2	3.0000000000000001E-3	7.0000000000000001E-3	1E-3	7.0000000000000001E-3	5.0000000000000001E-3	2.1999999999999992E-2	

海外概況

				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				アジア		台湾		出店拡大中		商品・マーケティング施策の強化により、直近では既存店前年比で前年を上回る月もある。経営体制を再整備し、更なる事業拡大に必要な体制を構築中。豚カツ業態も4店舗運営。 ショウヒン シサク キョウカ チョッキン キゾン テン ゼンネン ゼンネン ウワマワ ツキ ケイエイ タイセイ サイセイビ サラ ジギョウ カクダイ ヒツヨウ タイセイ コウチク ナカ		3,200百万 / 390百万  ヒャク マン ヒャクマン

						韓国		収益改善中		2018年に大幅な不採算店舗を閉店したことにより収益基盤が強化。今後は既存店の収益性の強化を図り、全社黒字を目指す。 ネン オオハバ フサイサン テンポ ヘイテン シュウエキ キバン キョウカ コンゴ キゾン テン シュウエキセイ キョウカ ハカ ゼンシャ クロジ メザ		550百万 / 5百万  ヒャク マン ヒャクマン						韓国				2018年に大幅な不採算店舗を閉店したことにより収益基盤が強化。2019年は既存店の収益性の強化を行い、全社黒字を目指す。 ネン オオハバ フサイサン テンポ ヘイテン シュウエキ キバン キョウカ ネン キゾン テン シュウエキセイ キョウカ オコナ ゼンシャ クロジ メザ

						中国		出店拡大中		北京、上海、香港などの大都市での展開に力点をおいて展開中。試験的に地方都市にも出店していたが、日本食に対して市場が未成熟であったこともあり苦戦。不採算店舗は閉鎖し、今後は十分な市場のある大都市にフォーカスする。 ペキン シャンハイ ホンコン ダイトシ テンカイ リキテン テンカイチュウ シケンテキ チホウ トシ シュッテン ニホンショク タイ シジョウ ミセイジュク クセン フサイサン テンポ ヘイサ コンゴ ジュウブン シジョウ ダイトシ								中国				北京、上海、香港などの大都市での展開に力点をおいて展開中。試験的に地方都市にも出店をしていたが、日本食に対して市場が未成熟であったこともあり、不採算店舗は閉鎖し、今後は十分な市場のある大都市にフォーカスする。 ペキン シャンハイ ホンコン ダイトシ テンカイ リキテン テンカイチュウ シケンテキ チホウ トシ シュッテン ニホンショク タイ シジョウ ミセイジュク フサイサン テンポ ヘイサ コンゴ ジュウブン シジョウ ダイトシ

						香港（雲南） ホンコン ウンナン				現在「譚仔雲南米線」「譚仔三哥米線」を計105店舗(12月末現在)を展開。香港で雲南ヌードル業態のシェアは7割と圧倒的なブランド力を誇る。
2社を統合管理するCEO、CFOをはじめ、マネジメント層を採用し 　グループ会社としてのガバナンス強化および更なる成長を実現する 　ための経営強化を図っている 。
現在はトリドールHDと協力しながらさらなるブランド強化のための施策やノウハウの伝承を実施中。将来的には、香港国内において150～160店舗体制を目指す。 ガツマツ リョク シサク デンショウ ジッシ チュウ タイセイ		3390百万 / 560百万  ヒャク マン ヒャクマン										2社を統合管理するCEO、CFOをはじめ、マネジメント層を採用し 　グループ会社としてのガバナンス強化および更なる成長を実現する 　ための経営強化を図っている 

				東南アジア トウナン		タイ 		収益改善中		店舗段階のEBITDAが平均で15%前後、25％前後の店舗が多数あり比較的堅調に推移している。不採算店舗の整理や本部費の合理化を図り、収益強化を図っている。								タイ 				店舗段階のEBITDAが平均で15%前後、25％前後の店舗が多数あり比較的堅調に推移している。不採算店舗の整理や本部費の合理化を図り、収益強化を図っている。 テンポ ダンカイ ヘイキン ゼンゴ ゼンゴ テンポ タスウ ヒカクテキ ケンチョウ スイイ フサイサン テンポ セイリ ホンブ ヒ ゴウリカ ハカ シュウエキ キョウカ ハカ

						インドネシア		出店拡大中		ジャカルタにおける主要モールを中心に丸亀製麺を展開すると共に、更なる拡大を狙い地方都市での拡大を図っている。顧客層の拡大も視野に入れたエクスプレス店の導入も検討中で、2025年までに100店舗展開を目指す。 コキャクソウ カクダイ シヤ イ テン ドウニュウ ケントウチュウ ネン テンポ テンカイ メザ				 				インドネシア				ジャカルタにおける主要モールを中心に丸亀製麺を展開すると共に、更なる拡大を狙い地方都市での拡大を図っている。顧客層の拡大も視野に入れたエクスプレス店の導入も検討中で、2025年までに100店舗展開を目指す。 コキャクソウ カクダイ シヤ イ テン ドウニュウ ケントウチュウ ネン テンポ テンカイ メザ

						ベトナム		収益改善中		ホーチミンの既存店の収益性向上に向け注力。実験店舗にて様々な施策を実施し、横展開を進める。加えて、ハノイ、ハイフォンなどの北部地域でサブフランチャイズでの出店を予定。 キゾン テン シュウエキセイ コウジョウ ム チュウ チカラ ジッケン テンポ サマザマ シサク ジッシ ヨコ テンカイ スス クワ ホクブ チイキ シュッテン ヨテイ								ベトナム				2019年はホーチミンの既存店の収益性の改善に力を入れる。実験店舗を導入し、様々な施策を実施、横展開を進めていく。加えて、ハノイ、ハイフォンといった北部地域でサブフランチャイズにて2-3店舗の出店を予定。 ネン キゾン テン シュウエキセイ カイゼン チカラ イ ジッケン テンポ ドウニュウ サマザマ シサク ジッシ ヨコ テンカイ スス クワ ホクブ チイキ テンポ シュッテン ヨテイ



				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				東南アジア トウナン		カンボジア		収益改善中		既存レギュラー店の収益が向上し、前年比で約110％の伸びを示している。直営店に加え、フランチャイズ加盟店の出店立地も確定しており、プノンペンにおける更なる展開が予定されている。郊外向けの新業態（丸亀製麺）も展開しており、より広範囲に展開できるよう模索中。		80百万 / △21百万  ヒャク マン ヒャクマン						カンボジア				既存レギュラー店の収益が向上し、前年比で約110％の伸びを示している。直営店に加え、フランチャイズ加盟店の出店立地も確定しており、プノンペンにおける更なる展開が予定されている。郊外向けの新業態（丸亀製麺）も展開しており、より広範囲に展開できるよう模索中。 キゾン テン シュウエキ コウジョウ ゼンネンヒ ヤク ノ シメ チョクエイ テン クワ カメイ テン シュッテン リッチ カクテイ サラ テンカイ ヨテイ コウガイ ム シンギョウタイ マルガメ セイメン テンカイ コウハンイ テンカイ モサクチュウ

						マレーシア
（ Boat Noodle 、他） ホカ		出店拡大中		主力業態であるBoatNoodleに力点を置いて展開中。マレーシア国内でBoatNoodleのみで50店舗（過去2年間で約40店舗の開店）を展開しており、現地で認知度の高いブランドとして成長している。
店舗段階のみならず、全社でもEBITDA20%を超える好業績で、今後の更なる発展が期待される。国外の展開も進み、ブルネイ、ミャンマー、インドネシア、シンガポールに出店済み。更なる進出に向けて取り組み中。								マレーシア
（ Boat Noodle 、他） ホカ				主力業態であるBoatNoodleに力点を置いて展開中。マレーシア国内でBoatNoodleのみで50店舗（過去2年間で約40店舗の開店）を展開しており、現地で認知度の高いブランドとして成長している。
店舗段階のみならず、全社でもEBITDA20%を超える好業績で、今後の更なる発展が期待される。国外の展開も進み、ブルネイ、ミャンマー、インドネシア、シンガポールに出店済み、更なる進出に向けて取り組み中。 シュリョク ギョウタイ リキテン オ テンカイチュウ コクナイ テンポ カコ ネンカン ヤク テンポ カイテン テンカイ ゲンチ ニンチド タカ セイチョウ テンポ ダンカイ ゼンシャ コ コウギョウセキ コンゴ サラ ハッテン キタイ コクガイ テンカイ スス シュッテン ズ サラ シンシュツ ム ト ク チュウ

						フィリピン				フランチャイズとして丸亀製麺１号店を2017年8月、2号店を2018年2月、3号店を同年8月、4号店を11月にをオープンしたが、いずれも好業績を維持。
今後は更なる拡大を狙いマニラ地域での出店を加速していく予定。 ゴウテン ネン ガツ ゴウ テン ドウ ネン ガツ ス ギョウセキ イジ コンゴ								フィリピン				2018年11月に4号店をオープンしたが、どの店舗も業績好調で年換算1,000万円以上の売上を誇る。2019年は更なる拡大を狙いマニラ地域での出店を加速していく予定。4月以降の出店攻勢で年間7店舗出店を目指す。 ネン ガツ ゴウテン テンポ ギョウセキ コウチョウ トシ カンサン マンエンイジョウ ウリアゲ ホコ ネン サラ カクダイ ネラ チイキ シュッテン カソク ヨテイ ガツ イコウ シュッテン コウセイ ネンカン テンポ シュッテン メザ

						ミャンマー
（Boat Noodle）				現地飲食最大手のYKKO社と合弁会社を設立し、２０１７年１０月よりBoatNoodle業態をフランチャイズで展開。これまでミャンマーにはないオシャレな空間と食事を楽しめるお店として受け入れられ、賑わいを見せている。現状、２店舗のオープンを目指している。								ミャンマー
（Boat Noodle）				現地飲食最大手のYKKO社と合弁会社を設立し、２０１７年１０月よりBoatNoodle業態をフランチャイズで展開。これまでミャンマーにはないオシャレな空間と食事を楽しめるお店として受け入れられ、賑わいを見せている。現状、２店舗のオープンを目指している。 カイシャ ゲンジョウ

						シンガポール
（丸亀製麺） マ				中国合弁を介してシンガポールにて3店舗出店。賃料は高いものの、認知拡大を目的に代表的なモールへ出店をしている。認知浸透と共に収益性も向上しており、当面は3店舗に集中して足場を固める方針。 リョウ セイ								シンガポール
（丸亀製麺） マ				中国合弁を介してシンガポールにて3店舗出店。家賃は高いものの、認知拡大を目的に代表的なモールへの出店をしている。認知浸透と共に収益も向上しており、当面は3店舗に集中して足場を固める方針。 チュウゴク ゴウベン カイ テンポ シュッテン ヤチン タカ ニンチ カクダイ モクテキ ダイヒョウテキ シュッテン ニンチ シントウ トモ シュウエキ コウジョウ トウメン テンポ シュウチュウ アシバ カタ ホウシン

						シンガポール
（MONSTER CURRY）				シンガポール国内で11店舗を展開中（2018年12月末現在）。シンガポールの日本式カレー市場で圧倒的なシェアNO.1を獲得している。
現在はトリドールHDと協働しながら、さらなる強みの強化とトリードールHDが所有する店舗運営ノウハウの継承を実施中。今後は、シンガポールの日本式カレー市場におけるポジショニングをさらに強化し、2025年までに20店体制を目指す。 コンゴ タイセイ メザ								シンガポール
（MONSTER CURRY）				現在、モンスターカレーはシンガポール国内で11店舗を展開中（2018年12月末現在）。「モンスターカレー」はシンガポールの日本式カレー市場で圧倒的なシェアNO.1を獲得している。現在はトリドールHDと協働しながら、さらなるモンスターカレーの強みの強化とトリードールが所有する店舗運営のノウハウの継承を実施中。これらを組み合わせることで、シンガポールの日本式カレー市場におけるモンスターカレーのポジショニングをさらに強化し、2025年までに20店に増やす。 ゲンザイ コクナイ テンポ テンカイチュウ ネン ガツ マツ ゲンザイ シジョウ ゲンザイ キョウドウ ツヨ キョウカ ショユウ ケイショウ ジッシチュウ ク ア ニホンシキ シジョウ キョウカ



				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				アメリカ		TDC（Tokyo Ｔable) 		－		1号店アーバイン店は世界でも上位の高い売上を堅持し、安定的な黒字体質。
2号店アルハンブラ店を業態転換した”日本の洋食”を軸にした新業態"Saly papa"は客数は確保するも客単価の向上に苦戦。		780百万 / △280百万  ヒャク マン ヒャクマン						TDC（Tokyo Ｔable) 		－		1号店アーバイン店は世界でも上位の高い売上を堅持し、安定的な黒字体質。2号店アルハンブラ店を業態転換した”日本の洋食”を軸にした新業態"Saly papa"は客数は確保するも客単価の向上に苦戦。撤退の方向性で検討をしている ケンジ アンテイテキ クロジタイシツ ギョウタイ テンカン シン キャクスウ カクホ キャクタンカ コウジョウ クセン テッタイ ホウコウセイ ケントウ

						丸亀製麺		本土一号店出店		ハワイWaikikki店は依然好調を維持　世界トップの売上を誇る（最高日商も更新）。
2017年9月にオープンしたロサンゼルス・Sawtelle店、2018年1月にオープンのサンフランシスコ・Stonestown店はさらなる改善が進み、売上が伸張。3号店がLA・ビバリーヒルズ店舗はモールの集客が鈍化しており店舗モデルの構築に苦戦。また、2018年12月に4号店がグレンデールにオープンし、米国では初の丸亀フードコートモデルの構築に取り組んでいる。 ネン ガツ		ハワイ
830百万 / 120百万
本土：軽微                  ホンド ケイビ						丸亀製麺		本土一号店出店		ハワイWaikikki店は依然好調を維持　世界トップの売上を誇る（最高日商も更新）。
2017年9月にオープンしたロサンゼルス・Sawtelle店、2018年1月にオープンのサンフランシスコ・Stonestown店はさらなる改善が進み、売上が伸張。3号店がLA・ビバリーヒルズ店舗はモールの集客が鈍化しており店舗モデルの構築に苦戦。また4号店のグレンデールがオープンし、米国では初の丸亀フードコートモデルの構築に取り組む サイコウ ニッショウ コウシン テン テン カイゼン スス ウリアゲ シンチョウ テンポ シュウキャク ドンカ テンポ コウチク クセン ゴウテン ベイコク ハツ マルガメ コウチク ト ク

						CRACKIN’KITCHEN		出店準備中		ハワイ店は依然好調を維持　世界１、２位の売上を誇る。2018年3月LAに本土１号店メニュー改善やマーケ施策が結果に結びつかず、閉店。		590百万 / 70百万  ヒャク マン ヒャクマン						CRACKIN’KITCHEN		出店準備中		ハワイ店は依然好調を維持　世界１、２位の売上を誇る。2018年3月LAに本土１号店メニュー改善やマーケ施策が結果に結びつかず、閉店 テン ネン ホンド ゴウテン カイゼン シサク ケッカ ムス ヘイテン

						POKE				2018年8月に出資を完了し提携開始。10-12月にかけて積極的に新店をオープンし、現在は32店舗体制に。2019年も約30店舗(すべてFC)の出店を計画中。品質保証や購買面で、トリドールHDのノウハウ移管を検討している。 タイセイ								POKE				2018年8月に出資を完了し提携開始。10-12月にかけて積極的に新店をオープンし、現在は30店舗強に。2019年も約30店舗(すべてFC)の積極出店を計画中。品質保証や購買面で、トリドールHDのノウハウ移管を検討している ネン ガツ シュッシ カンリョウ テイケイ カイシ セッキョクテキ ゲンザイ テンポ キョウ セッキョク シュッテン ケイカクチュウ ケントウ

				イギリス		Shoryu		出店拡大中		引き続きロンドンでのドミナント展開を進める。唯一の郊外店であるマンチェスター店とオクスフォード店は賃料や物流費などのコストカットを実施中。
単価を抑えたラーメンのほか、焼きそば・カツカレーなどの新メニューを導入。また、グデタマなどキャラクターを使用した販促のほか、店外からの視認性を高める施策など、集客に向けた取り組みも実施しており、全体として成果が出ている。								Shoryu				引き続きロンドンでのドミナント展開を進める。唯一の郊外店であるマンチェスター店とオクスフォード店は賃料や物流費などのコストカットを実施中。
商品は単価を抑えたラーメンや、グデタマなどキャラクターを使用した販促、焼きそばやカツカレーなどの新メニューを導入。店外からの視認性を高める施策など、集客に向けた取り組みも実施しており、全体として成果が出ている。 テンカイ ユイイツ コウガイ テン テン テン チンリョウ ブツリュウ ヒ ジッシ チュウ ショウヒン タンカ オサ シヨウ ハンソク ヤ シン ドウニュウ テン ガイ シニンセイ タカ シサク シュウキャク ム ト ク ジッシ ゼンタイ セイカ デ

				ロシア		丸亀製麺		収益改善中		2020年12月期より、合弁を解消し、全店FC化。これにより資金の外部調達も可能になり、モスクワにてFC、サブFC店の展開を画策、積極的な出店と既存店強化を目論む。
今後は、収益拡大とともにこれまで出店のなかった立地への新規出店を行い、店舗数の拡大を予定している。						ロシア		丸亀製麺		収益改善中		2020年12月期より、合弁を解消し、全店FC化。これにより資金の外部調達も可能になり、モスクワにてFC、サブFC店の展開を画策、積極的な出店と既存店強化を目論む。今後は、収益拡大とともに、ロシアにおけるTier oneモールからの誘いもある中で、これまで出店のなかった立地への新規出店を行い、店舗数の拡大を予定している。日本からのサポート方法についても、引き続き検討。 ネン ガツキ ゴウベン カイショウ ゼンテン カ シキン ガイブチョウタツ カノウ ミセ テンカイ カクサク セッキョクテキ シュッテン キョウカ モクロ コンゴ シュウエキカクダイ サソ ナカ シュッテン リッチ シンキ シュッテン オコナ テンポスウ カクダイ ヨテイ ニホン ホウホウ ヒ ツヅ ケントウ

				その他 タ		ＷＯＫ ＴＯ ＷＡＬＫ		出店拡大中		フランスにおける大型契約を含む複数のフランチャイジーが存在することにより、フランチャイズビジネスは堅調に推移し、順調に店舗数を拡大している。
苦戦中の米国での直営店は具材やオペレーションの見直しを行った。		軽微 ケイビ						ＷＯＫ ＴＯ ＷＡＬＫ				フランスにおける大型契約を含む複数のフランチャイジーが存在することにより、フランチャイズビジネスは堅調に推移し、順調に店舗数を拡大している。
苦戦中の米国での直営店は具材やオペレーションの見直しを行った。 ソンザイ ケンチョウ スイイ ジュンチョウ テンポ スウ カクダイ クセン チュウ ベイコク チョクエイテン グザイ ミナオ オコナ



				Area		Country/Brand		Status		Outline		PL Contribution (last year)
Sales / Segment profit

				Asia		Taiwan (ROC)		出店拡大中		Improves personnel system for staff sufficiency. Opening new stores. Operating 4 Tonkatsu stores.		3,200 mil. / 390 mil.

						S. Korea		収益改善中		Main stores keep good. Opening new stores.		350mil. / 5mil.

						China (PRC)		出店拡大中		Keeps good. Sales in coast cities (e.g., Shanghai) are nice. Currently 85 stores. "Hakatan-maru" ramen brand develops.

						Hong Kong (Yunnan)				Grouped in Feb-2018. Currently operating "Tam Chai Yunnan Noodle" and "TamJai SamGor Rice Noodle" stores (109 in total). 70% market share of Yunnan Noodle in Hong Kong. To open new stores in Hong Kong.		3390mil. / 560mil.

						Thailand		収益改善中		Management enhancement brings big profit improvement through 1) profit improvement of Existing Stores, 2) development of small stores (good sales with low initial costs), and 3) customization of HQ costs. To keep stable profits.

						Indonesia		出店拡大中		Develops Marugameseimen stores mainly in major Shopping Centers in Jakarta. Also examines other big cities. Marugame Seimen brand is Halal approved, and popular among local Muslims.				 

						Vietnam		Profit being improved		Saves opening stores in 2017 for yearly profit by improving organization system and management system.  To achieve monthly profits. Examines sub-franchising for further business expansion.

						Cambodia		Profit being improved		Sales of Existing Stores improved a lot. Portable stall type stores (with small initial costs) contribute to profit.  Launches new brand for casual Japanese foods in Feb. 2018, targeting wider range of market.		80mil. / △21mil.

						Malaysia
(Boat Noodle, Others)		Opening new stores		Operating approx. 70 stores of "Boat Noodle" and "CillCill" brands. Expanding with profits. Accelerating franchising in other countries such as Brunei, Indonesia, Myanmar and Singapore. Planning to expand to other countries.

						Philippines				Opens 1st Marugameseimen store in Aug-2017 and 2nd in Feb-2018 (both FC). Keep good. 4 more stores scheduled. Swift business expansion expected.

						Myanmar
(Boat Noodles)				Establishes JV company with YKKO (biggest local restaurant company), and franchises Boat Noodle brand since Oct. 2017. Widely accepted as uniquely fashionable restaurant with fun to eat. 2nd store to open.



				Area		Country/Brand		Status		Outline		PL Contribution (last year)
Sales / Segment profit

				USA		TDC (Tokyo Table)		New store to open		1st store in Irvine keeps good. One of world top sales/profits stores in Toridoll Group, whereas 2nd store in Alhambra is in tough. To change to "Western Japanese" like brand for profit improvement.		780mil. / △28mil.0 

						Marugame Seimen		New store to open		Waikiki Shop keeps good. World top 1-2 sales in Toridoll Group.  1st store in mainland opened in Sawtelle, LA in Sep. 2017.  2nd store in Stonestown, SF started with good launch in Jan. 2018 (same sales level as Waikiki Shop for the first weekend).  3rd store in Shopping Center around Beverly Hills to open.		Hawaii
830mil. / 120mil.
Main Land：small                 

						CRACKIN'KITCHEN		New store to open		Keeps good. World Top 1-2 sales in Toridoll Group.  Opens 1st in mainland store in LA in Mar. 2018.		140mil. / 5mil. 

				UK		Sakagura		-		Opens 1st store in November 2016. Introduced collaboration menus between Bent Box and Shoryu Ramen, and charbroil steaks and tempuras. Lava Plate stake from 2018 beginning becomes popular. Lower pricing contributes guest count (wider customer range) and sales. Keeps marketing measures (e.g.,  via SNS, Restaurant Week and Japanese Sake events) for brand awareness .

						Shoryu		Opening new stores		Some stores are in top sales group. Strategic dominance in London. Local cities to be only in Manchester and  Oxford. To improve profitability. New stores being prepared.

				Italy		Tokyo Table, Others		-		Opens "Bottega del Ramen" in Feb. and "Tokyo Table" in Mar, 2017.  "Bottega del Ramen" achieved monthly profit. "Tokyo table" marks record high in monthly sales for consecutive 2 months. Still not profit for whole business unit, and more sales necessary. Both stores to introduce new menus for summer. Expanding sales by delivery through Uber-eat and Deliveroo.		small

				Russia		Marugame Seimen				4 direct-operation stores and 3 FC stores in Moscow. Achieved all stores in the black. To develop more stores (especially in food court) as well as keeping stable profits.

				Others		WOK TO WALK		Opening new stores		Store aggressively expanding to 93 (including 3 direct-operation stores in US) after grouped. FC contracts in India, Israel, and newly Malta and Oman. Opens 1st direct-operation store In US in Feb, 2nd in Jul and 3rd store in Dec. 2017. Exploring other counties for FCs.		small





M&A　PMI

				ブランド		概要 ガイヨウ		PMIの状況 ジョウキョウ

				晩杯屋 バ		大衆酒場「晩杯屋」等を東京都内で運営するアクティブソース社の株式を取得（80.3%）しグループ会社化		・モデル店舗における丸亀製麺のノウハウを生かしたオペレーションの改善
・パート・アルバイト採用強化の仕組み導入、社内独立制度を含めた新人事制度の構築
・採用費や消耗品費など、グループ単価を採用することによる経費削減
・店舗タイプ別のスクリーニング要件、出店計画の策定、物件取得サポートの実施 フク シン ジンジ セイド コウチク ブッケン シュトク ジッシ				募集10人→100人規模に
物件情報が豊富　出店の精度が向上　投資検証表の活用など ボシュウ ニン ニン キボ ブッケン ジョウホウ ホウフ シュッテン セイド コウジョウ トウシ ケンショウ ヒョウ カツヨウ

				ずんどう屋 ヤ		主に関西において、とんこつラーメン店の「ずんどう屋」を運営するZUND社の株式を取得（80%）しグループ会社化		・モデル店舗におけるコンセプトのブラッシュアップと丸亀製麺のノウハウを生かしたオペレーションの改善
・当社ノウハウを活用した、採用における掲載媒体最適化の仕組み導入
・採用費や消耗品費など、グループ単価を採用することによる経費削減
・当社新店開発部による勝ちパターンの分析、優先出店エリアの決定　
・人事制度（賞与制度等）の再構築 トウ シャ

				「譚仔雲南米線」/「譚仔三哥米線」		スパイシー麺の人気チェーン店「譚仔雲南米線」および「譚仔三哥米線」の運営会社の株式をそれぞれ100%取得		・グループ会社としてのガバナンス強化及びトップマネジメント採用等、 　更なる成長を実現するための経営強化
・店舗、セントラルキッチンおよびバックオフィスにおける業務の整備
・華南地域を中心とした中国全土進出についても初期調査を開始







				Area		Country/Brand		Outline













BS

				連結BS (IFRS) レンケツ

						当期 トウ キ				前期末 ゼンキ マツ

						金額 キンガク		構成比 コウセイヒ		金額 キンガク		構成比 コウセイヒ		増減 ゾウゲン

				資産合計 シサン ゴウケイ		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103

				流動資産 リュウドウ シサン		29,966		14.8%		21,752		18.5%		8,214

				非流動資産 ヒ リュウドウ シサン		173,713		85.6%		96,081		81.5%		77,632

				負債資本合計 フサイ シホン ゴウケイ		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103

				負債合計 フサイ ゴウケイ		168,983		83.3%		82,830		70.3%		86,153

				（うち、有利子負債） ユウ リシ フサイ		145,770		71.8%		62,674		53.2%		83,096

				流動負債 リュウドウ フサイ		43,204		21.3%		25,953		22.0%		17,251

				非流動負債 ヒ リュウドウ フサイ		125,144		61.7%		56,878		48.3%		68,266

				資本合計 シホン ゴウケイ		35,332		17.4%		35,003		29.7%		329						※値張り アタイ バ

				（うち、親会社の所有者） オヤガイシャ ショユウシャ		34,305		16.9%		33,979		28.8%		326						※値張り アタイ バ



				ネット有利子負債/調整後EBITDA ユウ リシ フサイ チョウセイ ゴ		9.4				3.9				-				調整後EBITDA		15,560		9.4







				Consolidated BS (IFRS)										(unit: Million yen)

						This period				End of previous year

						Amount		Ratio		Amount		Ratio		Difference

				Total assets		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103						Including interest-bearing liabilities 

				Current assets		29,966		14.8%		21,752		18.5%		8,214						bearingの bと eの間のスペースを消してください

				Non-current assets		173,713		85.6%		96,081		81.5%		77,632						その下のliabilites、attributable にも不必要なスペースが見える気が

				Total liabilities and equity		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103						するのですが大丈夫でしょうか

				Liabilities		168,983		83.3%		82,830		70.3%		86,153

				(Including interest-bearing liabilities)		145,770		71.8%		62,674		53.2%		83,096

				Current liabilities		43,204		21.3%		25,953		22.0%		17,251

				Non-current liabilities		125,144		61.7%		56,878		48.3%		68,266

				Total equity		35,332		17.4%		35,003		29.7%		329

				(Equity attributable to 
owners of  the parent)		34,305		16.9%		33,979		28.8%		326



				Net interest-bearing liabilities / Adjusted EBITDA 		9.4				3.9				-



















































CF

						連結CF (IFRS) レンケツ

								当期 トウ キ		前年同期 ゼンネン ドウキ		増減 ゾウゲン

						営業活動による
キャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		15,517		4,402		11,115

						投資活動による
キャッシュ・フロー トウシ カツドウ		△ 6,283		△ 6,973		690

						財務活動による
キャッシュ・フロー ザイム カツドウ		△ 1,676		368		△ 2,044

						現金および現金同等物の
期末残高 ゲンキン ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		21,716		12,671		9,045







						Consolidated CF (IFRS)						(unit: Million yen)

								This period		Previous period		Difference								異なるフォントとサイズの混在

						Cash flows from operating activities		15,517		4,402		11,115								Cash flows from operating activities

						Cash flows from investing activities		△ 6,283		△ 6,973		690								Cash flows from investing activities

						Cash flows from financing activities		△ 1,676		368		△ 2,044								Cash flows from financing activities

						Cash and cash equivalents at the end of the period		21,716		12,671		9,045								Cash and cash equivalents at the end of the period





業績予想



				連結PL (IFRS) レンケツ

						2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ								下期修正予算 シモキ シュウセイ ヨサン

						連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ		連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		159,059		100.0%		145,022		100.0%		109.7%								丸亀製麺 マルガメ セイメン		カフェ		豚屋とん一 ブタ ヤ イチ		海外事業 カイガイ ジギョウ

				事業利益 ジギョウ リエキ		9,572		6.0%		7,270		5.0%		131.7%								48,697		3,230		2,038		16,574

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		29,640		18.6%		12,402		8.6%		239.0%								6,716		37		18		1,909

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,689		4.2%		2,302		1.6%		290.6%

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		5,266		3.3%		1,337		0.9%		393.9%								通期修正予算 ツウキ シュウセイ ヨサン

				当期利益 トウキ リエキ		2,704		1.7%		221		0.2%		1223.5%								97,880		5,825		3,865		33,294

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		2,610		1.6%		267		0.2%		977.5%								14,548		153		73		4,261



				丸亀製麺セグメントPL マルガメ セイメン		2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		97,880		100.0%		89,944		100.0%		108.8%

				セグメント利益 リエキ		14,408		14.7%		12,438		13.8%		115.8%



				海外事業セグメントPL		2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		33,294		100.0%		30,242		100.0%		110.1%

				セグメント利益 リエキ		4,261		12.8%		3,258		10.8%		130.8%









				Consolidated PL (IFRS)

						FY 2018				FY 2017				YoY

						連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ		連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ

				Revenue		159,059		100.0%		145,022		100.0%		109.7%

				Contribution margin		9,572		6.0%		7,270		5.0%		131.7%

				Adjusted EBITDA		29,640		18.6%		12,402		8.6%		239.0%

				Operating profit		6,689		4.2%		2,302		1.6%		290.6%

				Profit before tax		5,266		3.3%		1,337		0.9%		393.9%

				Profit for the year		2,704		1.7%		221		0.2%		1223.5%

				Profit for the year attributable to owners of the parent		2,610		1.6%		267		0.2%		977.5%



				Marugame Seimen
segment		FY 2018				FY 2017				YoY

				Revenue		97,880		100.0%		89,944		100.0%		108.8%								Segment profit

				Segment profit 		14,408		14.7%		12,438		13.8%		115.8%								Ratio to prev. period = YoY



				Overseas segment		FY 2018				FY 2017				YoY

				Revenue		33,294		100.0%		30,242		100.0%		110.1%

				Segment profit 		4,261		12.8%		3,258		10.8%		130.8%

























Sheet5



				連結PL (IFRS) レンケツ																																修正 シュウセイ		年初予算 ネンショ ヨサン

						上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ						上期計画 カミキ ケイカク		当初計画 トウショ ケイカク		売上収益 ウリア シュウエキ		56,195		56,195

作成者: 開示用の数字丸め有り

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								売上原価 ウリアゲ ゲンカ		14,451		14,572

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		80,017		100.0%				79,042		100.0%		79,042		100.0%		0				159,059		100.0%				53,465				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		41,744		41,623

作成者: 開示用の数字丸め有り


				事業利益 ジギョウ リエキ		5,840		7.3%				3,732		4.7%		3,732		4.7%		0				9,572		6.0%

				営業利益 エイギョウ リエキ		5,084		6.4%				1,605		2.0%		2,105		2.7%		△ 500				6,689		4.2%				4,400				人件費　　計 ジンケンヒ ケイ		16,774		16,908

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		4,100		5.1%				1,166		1.5%		1,766		2.2%		△ 600				5,266		3.3%				4,120				水光熱費　計 スイ コウネツヒ ケイ		3,689		3,589

				当期利益 トウキ リエキ		2,601		3.3%				103		0.1%		703		0.9%		△ 600				2,704		1.7%				2,690				地代家賃		5,699		5,826

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		2,569		3.2%				41		0.1%		641		0.8%		△ 600				2,610		1.6%				2,681				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		1,957		2,102

																																		その他一般管理費計 タ イッパン カンリヒ ケイ		8,048		7,851

				丸亀製麺セグメント マルガメ セイメン		上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ										販売費及び一般管理費合計		36,167		36,276

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								減損損失 ゲンソン ソンシツ		1,218		1,030

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%				48,697		100.0%		46,905		100.0%		1,792				97,880		100.0%				43,559		90,464		その他の営業収入 タ エイギョウ シュウニュウ		117		261

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%				6,576		13.5%		6,182		13.2%		394				14,408		14.7%				7,023		13,205		その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		41		150

作成者: 開示用の数字丸め有り


				海外事業セグメント カイガイ ジギョウ		上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ										営業利益（損失）		4,430		4,430

作成者: 開示用の数字丸め有り


						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								調整後EBITDA チョウセイゴ		7,681		7,449

作成者: 開示用の数字丸め有り


				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%				16,574		100.0%		16,518		100.0%		56				33,294		100.0%				3458				金融収益 キンユウ シュウエキ		109		86

作成者: 開示用の数字丸め有り


				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%				1,909		11.5%		1,900		11.5%		9				4,261		12.8%				271				金融費用 キンユウ ヒヨウ		123		29

作成者: 開示用の数字丸め有り


																																		経常利益（損失） ケイジョウ リエキ ソンシツ		4,490		4,490

				カフェ事業セグメント ジギョウ		上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		2,595		100.0%				3,230		100.0%		3,041		100.0%		189				5,825		100.0%

				セグメント利益 リエキ		116		0.7%				37		0.2%		△ 16		-0.1%		53				153		0.5%





				Consolidated PL (IFRS)																														持分法投資損益 モチブン ホウ トウシ ソンエキ		163		243

						FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017										税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		4,578		4,730

作成者: 開示用の数字丸め有り


						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue								法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		1,626		1,680

作成者: 開示用の数字丸め有り


				Revenue		80,017		100.0%				79,042		100.0%		79,042		100.0%		0				159,059		100.0%								当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,953		3,050

作成者: 開示用の数字丸め有り


				Operating profit		5,084		6.4%				1,605		2.0%		2,105		2.7%		△ 500				6,689		4.2%								親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウ シャ		2,964		3,033

作成者: 開示用の数字丸め有り


																																						

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		Profit before tax		4,100		5.1%				1,166		1.5%		1,766		2.2%		△ 600				5,266		3.3%								非支配持分 ヒ シハイ モチブン		(11)		17

				Profit for the year		2,601		3.3%				103		0.1%		703		0.9%		△ 600				2,704		1.7%

				Profit for the year attributable to owners of the parent		2,569		3.2%				41		0.1%		641		0.8%		△ 600				2,610		1.6%								Profit for the year attributable to owners of the parent 

																																		parents のsはいらないようです

				Marugame Seimen 
segment		FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017

						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue								フォントとフォントサイズの混在

				Revenue		49,183		100.0%				48,697		100.0%		46,905		100.0%		1,792				97,880		100.0%

				Operating profit of 
Marugame Seimen segment		7,832		15.9%				6,576		13.5%		6,182		13.2%		394				14,408		14.7%								Segment profit

				Overseas 
segment		FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017										Ratio to prev. period = YoY

						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue

				Revenue		16,720		100.0%				16,574		100.0%		16,518		100.0%		56				33,294		100.0%								% to revenue のeの切り方がおかしいので

				Operating profit of 
Marugame Seimen segment		2,352		14.1%				1,909		11.5%		1,900		11.5%		9				4,261		12.8%								フォントサイズあるいは列の幅を変える必要があります





































出店計画

																										AS

								出店		退店		2020年
3月末 ネン ガツ マツ		投資額
（概算　百万円） トウシ ガク ガイサン ヒャクマンエン				2019年
3月 ネン ガツ														2020年3月期 ネン ガツキ		2021年3月期 ネン ガツキ		2022年3月期 ネン ガツキ		2023年3月期 ネン ガツキ		2024年3月期 ネン ガツキ

																										出店 シュッテン		小 ショウ				2		7		8		8		8

				国内 コクナイ				76		15		1,164		5,376				1,103										大 ダイ				1		6		6		7		7

						丸亀製麺		32		5		844		2,240				817										計 ケイ				3		13		14		15		15

						とん一 イチ		3		2		54		97				53								退店 タイ テン		小 ショウ				0		1		1		1		1

						カフェ		10		0		39		1,500				29										大 ダイ				0		0		0		0		0

						晩杯屋 バ		3		0		52		70				49										計 ケイ				0		1		1		1		1

						ずんどう屋 ヤ		3		0		48		191				45								純増 ジュン ゾウ		小 ショウ				2		6		7		7		7

						その他 タ		25		8		127		1,278				110										大 ダイ				1		6		6		7		7

				海外 カイガイ				145		24		696		1,940				575										計 ケイ				3		12		13		14		14

						連結子会社 レンケツ コガイシャ		69		12		229		1,850				172

						持分法適用会社 モチブン ホウ テキヨウ カイシャ		52		12		247		90				207								ずんどう屋 ヤ

						純粋ＦＣ ジュンスイ		24		0		220		0				196										Year0		Year1		Year2		Year3

				合 計 ゴウ ケイ				221		39		1,860		7,316				1,678										2019/03期 キ		2020/03期 キ		2021/03期 キ		2022/03期 キ

																										出店数 シュッテン スウ		9		3		10		10

						※その他　の内訳 タ ウチワケ																				退店数 タイ テン スウ		0		0		0		0

																										店舗数 テンポスウ		45		48		58		68













								Open		Close		2020
Mar						2019
Mar



				Domestic				76		15		1,164		5,376				1,103

						Marugame Seimen		32		5		844		2,240

						Butaya Tonichi （Tonkatsu,tonteki）		3		2		54		97

						Kona's CoffeeRoasted（Cafe）		10		0		39		1,500

						Banpaiya (Standing Bar)		3		0		52		70

						Zundoya (Ramen)		3		0		48		191

						Others		25		8		127		1,278

				Overseas				145		24		696		1,940

						Subsidiaries		69		12		229		1,850

						JVs		52		12		247		90

						FCs		24		0		220		0

				Total				221		39		1,860		7,316



















中期計画

				連結PL (IFRS) レンケツ

						2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期								H29.3期 キ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		159,059		-		109.7%		174,683		-		109.8%		200,803		-		115.0%				145,022

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		29,640		18.6%		239.0%		32,373		18.5%		109.2%		36,161		18.0%		111.7%				12,402

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,689		4.2%		290.6%		9,086		5.2%		135.8%		12,045		6.0%		132.6%				2,302

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		5,266		3.3%		393.9%		8,500		4.9%		161.4%		11,481		5.7%		135.1%				1,337

				当期利益 トウキ リエキ		2,704		1.7%		1223.5%		5,615		3.2%		207.7%		7,712		3.8%		137.3%				221

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		2,610		1.6%		977.5%		5,434		3.1%		208.2%		7,488		3.7%		137.8%				267



				丸亀製麺セグメントPL マルガメ セイ メン

						2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		97,880		-		199.0%		99,307		-		101.5%		107,694		-		108.4%				49,183

				セグメント利益 リエキ		14,408		14.7%		184.0%		12,817		12.9%		89.0%		14,149		13.1%		110.4%				7,832



				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

						2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		33,294		-		199.1%		36,604		-		109.9%		41,549		-		113.5%				16,720

				セグメント利益 リエキ		4,261		12.8%		181.2%		4,452		12.2%		104.5%		4,913		11.8%		110.4%				2,352



				出店  シュッテン		221						326						412								退店 タイ テン		30期 キ		31期 キ		32期 キ

				　国内 コクナイ		76						138						199										15		16		16

				　海外 カイガイ		145						188						213										24		26		25

				累計店舗数 ルイケイ テンポ スウ		1,860						2,144						2,515								1,687

				　国内 コクナイ		1,164						1,286						1,469								1,103

				　海外 カイガイ		696						858						1,046								575





















				Consolidated PL (IFRS)

						FY2019						FY2020						FY2021								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		159,059		-		109.7%		174,683		-		109.8%		200,803		-		115.0%				95,587

				Adjusted EBITDA		29,640		18.6%		239.0%		32,373		18.5%		109.2%		36,161		18.0%		111.7%				12,799

				Operating profit		6,689		4.2%		290.6%		9,086		5.2%		135.8%		12,045		6.0%		132.6%				8,733

				Profit before tax		5,266		3.3%		393.9%		8,500		4.9%		161.4%		11,481		5.7%		135.1%				8,117

				Profit for the year		2,704		1.7%		1223.5%		5,615		3.2%		207.7%		7,712		3.8%		137.3%				5,242

				Profit for the year attributable to owners of the parents		2,610		1.6%		977.5%		5,434		3.1%		208.2%		7,488		3.7%		137.8%				5,212



				Ｍａｒｕｇａｍｅｓｅｉｍｅｎ segment

						FY2019						FY2020						FY2021								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		97,880		-		199.0%		99,307		-		101.5%		107,694		-		108.4%				6,255

				segment profit		14,408		14.7%		184.0%		12,817		12.9%		89.0%		14,149		13.1%		110.4%				436





				Overseas segment

						FY2018						FY2019						FY2020								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		33,294		-		199.1%		36,604		-		109.9%		41,549		-		113.5%				6,255

				segment profit		4,261		12.8%		181.2%		4,452		12.2%		104.5%		4,913		11.8%		110.4%				436



				Numbers of opening stores(numbers in overseas）		221				0.0%		326				0.0%		412				0.0%

				Total numbers of stores(numbers of overses)		1,860				0.0%		2,144				0.0%		2,515				0.0%				1,092		246



				Numbers of opening stores(numbers in overseas）

				Total numbers of stores(numbers of overses)





IFRS

		■2015年3月期：IFRS連結業績予想シミュレーション ネン ガツ キ レンケツ ギョウセキ ヨソウ

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		実績 ジッセキ		J-GAAP						IFRS				差異 サイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				0

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,564				営業利益 エイギョウ リエキ		4,177				△ 3,387

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,994				税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		3,602				△ 3,392

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,606				当期利益 トウキ リエキ		1,985				29

								　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,956				△ 650



		↓実績のJ-GAAPとIFRSの差異を元にIFRS予算を試算 ジッセキ サイ モト ヨサン シサン												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		予想 ヨソウ		J-GAAP						IFRS				調整 チョウセイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		84,803				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		84,803				0

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,200				営業利益 エイギョウ リエキ		3,900				△ 3,300

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,928				税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		3,628				△ 3,300

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,132				当期利益 トウキ リエキ		1,762				30

								　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,732				△ 400		※調整 チョウセイ





Sheet4

		連結純損益計算書の差異 レンケツ ジュンソンエキ ケイサンショ サイ

																						（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		日本基準（J-GAAP） ニホン キジュン						①日本基準（J-GAAP）の表示組替 ニホン キジュン ヒョウジ クミカエ						②国際会計基準（IFRS） コクサイ カイケイ キジュン						差異②－① サイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		0

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		0

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		0

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 57,421				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 57,421				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 58,605				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 1,183		※1

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,564				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 1,849				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 2,155				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 306		※2

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		277				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		338				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		324				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		△ 14

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		△ 848				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 342				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 374				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 32

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,994				営業利益 エイギョウ リエキ		5,711				営業利益 エイギョウ リエキ		4,175				営業利益 エイギョウ リエキ		△ 1,536

		特別利益 トクベツ リエキ		172				金融収益 キンユウ シュウエキ		111				金融収益 キンユウ シュウエキ		206				金融収益 キンユウ シュウエキ		95		※3

		特別損失 トクベツ ソンシツ		△ 2,068				金融費用 キンユウ ヒヨウ		△ 646				金融費用 キンユウ ヒヨウ		△ 637				金融費用 キンユウ ヒヨウ		9

		税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		5,098				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 77				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 130				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 53		※4

		法人税等 ホウジンゼイ トウ		△ 2,429				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		5,098				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		3,614				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		△ 1,484

		少数株主調整前当期純利益 ショウスウ カブヌシ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		2,669				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		△ 2,429				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		△ 1,603				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		826		※5

		少数株主損益 ショウスウ カブヌシ ソンエキ		△ 29				当期利益 トウキ リエキ		2,669				当期利益 トウキ リエキ		2,011				当期利益 トウキ リエキ		△ 658

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,640				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		2,640				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,982				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		△ 658

								　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		29				　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		29				　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		0

																				IFRSと日本基準の主な差異 ニホン キジュン オモ サイ

																		※1		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		△ 869		定額法への遡及修正 テイガク ホウ ソキュウ シュウセイ

				日本基準（J-GAAP） ニホン キジュン				国際会計基準（IFRS） コクサイ カイケイ キジュン												租税公課 ソゼイ コウカ		△ 344		法人税等（均等割）より振替 ホウジンゼイ トウ キントウワリ フリカエ

		営業利益 エイギョウ リエキ		売上総利益－販売費及び一般管理費 ウリアゲ ソウリエキ ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				売上総利益－販売費及び一般管理費－減損損失＋その他の営業収益－その他の営業費用 ウリアゲ ソウリエキ ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ ゲンソン ソンシツ タ エイギョウ シュウエキ タ エイギョウ ヒヨウ												その他 タ		30

																				計 ケイ		△ 1,183

		経常利益 ケイジョウ リエキ		営業利益＋営業外収益－営業外費用 エイギョウ リエキ エイギョウガイ シュウエキ エイギョウガイ ヒヨウ				経常利益、特別損益の概念はなく、金融収益、金融費用及び持分法による投資損益以外は、営業利益に加減 ケイジョウ リエキ トクベツ ソンエキ ガイネン キンユウ シュウエキ キンユウ ヒヨウ オヨ モチブンポウ トウシ ソンエキ イガイ エイギョウ リエキ カゲン										※2		減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 251		割引後CFとの比較 ワリビキ アト ヒカク

																				減損損失（のれん） ゲンソン ソンシツ		△ 55		非償却分を減損 ヒ ショウキャク ブン ゲンソン

		金融収益 キンユウ シュウエキ		－				受取利息、為替差益等 ウケトリ リソク カワセ サエキ トウ												計 ケイ		△ 306

		金融費用 キンユウ ヒヨウ		－				支払利息、為替差損等 シハライ リソク カワセ サソン トウ										※3		受取利息 ウケトリ リソク		95		敷金保証金を償却原価に シキキン ホショウキン ショウキャク ゲンカ

																				計 ケイ		95

																		※4		持分法による投資損失 モチブンポウ トウシ ソンシツ		△ 86		全ての共同支配企業を持分法適用に スベ キョウドウ シハイ キギョウ モチブンポウ テキヨウ

																				持分法による投資損失 モチブンポウ トウシ ソンシツ		33		持分法のれんの非償却 モチブンポウ ヒ ショウキャク

																				計 ケイ		△ 53

																		※5		法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		345		均等割を租税公課に振替 キントウワリ ソゼイ コウカ フリカエ

																				法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		132		税率変更による修正 ゼイリツ ヘンコウ シュウセイ

																				法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		349		IFRS修正に係る税効果調整 シュウセイ カカ ゼイ コウカ チョウセイ

																				計 ケイ		826



表示組替

IFRS調整



世界ランキング

				世界外食企業ランキング（上場企業）上位10社

						企業名		国名		売上高
（百万ドル）		決算期		展開ブランド

				1		McDonald's Corporation 		アメリカ		28,106		41609		McDonald's

				2		Starbucks Corporation 		アメリカ		14,892		41518		Starbucks

				3		Yum Brands Inc 		アメリカ		13,084		41609		KFC/Pizza Hut/Taco Bell、他

				4		Darden Restaurants Inc 		アメリカ		6,286		41760		Red Lobster/Olive Garden/
LongHorn Steakhouse、他

				5		AUTOGRILL SPA 		イタリア		6,207		41609		FC含む250ブランド以上を展開

				6		ゼンショーホールディングス		日本		4,679		41699		すき家/ココス/はま寿司、他

				7		Bloomin Brands Inc		アメリカ		4,129		41609		OUTBACK STEAKHOUSE
/CARRABBA'S、他

				8		ARCOS DORADOS 
HOLDINGS INCORPORATED 		アルゼンチン		4,033		41609		（中南米、カリブ海エリアの
McDonald's franchisee）

				9		Chipotle Mexican Grill, Inc. 		アメリカ		3,215		41609		Chipotle

				10		TIM HORTONS INCORPORATED		カナダ		3,162		41609		Tim Hortons、他

				（出所）各社決算資料等よりみずほ銀行産業調査部作成





						McDonald's Corporation 		(		アメリカ		)		28,106

						Starbucks Corporation 		(		アメリカ		)		14,892

						Yum Brands Inc 		(		アメリカ		)		13,084

						Darden Restaurants Inc 		(		アメリカ		)		6,286

						AUTOGRILL SPA 		(		イタリア		)		6,207

						ゼンショーホールディングス		(		日本		)		4,679

						Bloomin Brands Inc		(		アメリカ		)		4,129

						ARCOS DORADOS 
HOLDINGS INCORPORATED 		(		アルゼンチン		)		4,033

						Chipotle Mexican Grill, Inc. 		(		アメリカ		)		3,215

						TIM HORTONS INCORPORATED		(		カナダ		)		3,162



						McDonald's Corporation (アメリカ)		28,106

						Starbucks Corporation (アメリカ)		14,892

						Yum Brands Inc (アメリカ)		13,084

						Darden Restaurants Inc (アメリカ)		6,286

						AUTOGRILL SPA (イタリア)		6,207

						ゼンショーホールディングス(日本)		4,679

						Bloomin Brands Inc(アメリカ)		4,129

						ARCOS DORADOS 
HOLDINGS INCORPORATED (アルゼンチン)		4,033

						Chipotle Mexican Grill, Inc. (アメリカ)		3,215

						TIM HORTONS INCORPORATED(カナダ)		3,162





						TIM HORTONS Inc.(カナダ)		3,162

						Chipotle Mexican Grill, Inc. (アメリカ)		3,215

						ARCOS DORADOS HD Inc. (アルゼンチン)		4,033

						Bloomin Brands Inc.(アメリカ)		4,129

						ゼンショーホールディングス(日本)		4,679

						AUTOGRILL SPA (イタリア)		6,207

						Darden Restaurants Inc. (アメリカ)		6,286

						Yum Brands Inc. (アメリカ)		13,084

						Starbucks Corporation (アメリカ)		14,892

						McDonald's Corporation (アメリカ)		28,106









						TIM HORTONS Inc.		3,162

						Chipotle Mexican Grill, Inc. 		3,215

						ARCOS DORADOS HD Inc. 		4,033

						Bloomin Brands Inc.		4,129

						ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.		4,679

						AUTOGRILL SPA 		6,207

						Darden Restaurants Inc. 		6,286

						Yum Brands Inc. 		13,084

						Starbucks Corporation 		14,892

						McDonald's Corporation 		28,106





						McDonald's Corporation 		28,106

						Starbucks Corporation 		14,892

						Yum Brands Inc. 		13,084

						Darden Restaurants Inc. 		6,286

						AUTOGRILL SPA 		6,207

						ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.		4,679

						Bloomin Brands Inc.		4,129

						ARCOS DORADOS HD Inc. 		4,033

						Chipotle Mexican Grill, Inc. 		3,215

						TIM HORTONS Inc.		3,162



TIM HORTONS Inc.(カナダ)	Chipotle Mexican Grill, Inc. (アメリカ)	ARCOS DORADOS HD Inc. (アルゼンチン)	Bloomin Brands Inc.(アメリカ)	ゼンショーホールディングス(日本)	AUTOGRILL SPA (イタリア)	Darden Restaurants Inc. (アメリカ)	Yum Brands Inc. (アメリカ)	Starbucks Corporation (アメリカ)	McDonald's Corporation (アメリカ)	3162	3215	4033	4129	4679	6207	6286	13084	14892	28106	McDonald's Corporation 	Starbucks Corporation 	Yum Brands Inc. 	Darden Restaurants Inc. 	AUTOGRILL SPA 	ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.	Bloomin Brands Inc.	ARCOS DORADOS HD Inc. 	Chipotle Mexican Grill, Inc. 	TIM HORTONS Inc.	28106	14892	13084	6286	6207	4679	4129	4033	3215	3162	

基礎資料

		ＢＩ　「月別・日別推移」　→　「当月レート」　は、前月末のレートを採用 ツキベツ ヒ ベツ スイイ トウゲツ ゼンゲツ マツ サイヨウ

		閉店日　＞＝2016/03/31　（3/31以前に閉店した店舗は含まない） 　 開店日　＜＝2015/12/31（12/31以前に開店した店舗を含む）　など　　を選択 ヘイ テン テンポ フク カイテン ヒ イゼン カイテン テンポ フク

		*は取る ト

		開店、閉店の情報は、右クリックでロックする カイテン ヘイテン ジョウホウ ミギ

		⇒　2016/1/1から03/31まで、ひと月フルで営業していた店舗を対象にしている ツキ エイギョウ テンポ タイショウ

		1Q		閉店日　＞＝2018/3/31　		開店日 ＜＝2017/12/31

		2Q		閉店日　＞＝2018/06/30　		開店日 ＜＝2017/12/31

		3Q		閉店日　＞＝2018/09/30　		開店日 ＜＝2017/12/31

		4Q		閉店日　＞＝2018/12/31　		開店日 ＜＝2017/12/31

		※台湾は注意 タイワン チュウイ

		※丸亀製麺だけ絞る マ シボ

		アメリカ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		11,037,015		1,236,035,309		0		-		944,199,552		130.91%		1,085,440		887,294		122.3%		1,139		0		-		-		-		-		-		3

		2018/01		934,634		104,669,658		0		-		67,798,467		154.38%		94,437		67,217		140.5%		1,108		0		-		-		-		-		-

		2018/02		865,529		96,930,585		0		-		58,289,841		166.29%		86,893		58,009		149.8%		1,116		0		-		-		-		-		-

		2018/03		940,247		105,298,244		0		-		62,867,453		167.49%		93,828		62,064		151.2%		1,122		0		-		-		-		-		-

		2018/04		879,409		98,484,986		0		-		62,713,474		157.04%		88,931		61,268		145.2%		1,107		0		-		-		-		-		-

		2018/05		923,118		103,380,016		0		-		66,076,146		156.46%		92,310		63,938		144.4%		1,120		0		-		-		-		-		-

		2018/06		891,830		99,876,097		0		-		65,094,909		153.43%		89,438		63,065		141.8%		1,117		0		-		-		-		-		-

		2018/07		918,801		102,896,533		0		-		71,199,415		144.52%		91,340		67,966		134.4%		1,127		0		-		-		-		-		-

		2018/08		933,509		104,543,639		0		-		75,557,404		138.36%		90,175		71,798		125.6%		1,159		0		-		-		-		-		-

		2018/09		902,763		101,100,405		0		-		89,716,330		112.69%		87,740		82,737		106.0%		1,152		0		-		-		-		-		-

		2018/10		904,814		101,330,172		0		-		108,372,002		93.50%		87,870		96,758		90.8%		1,153		0		-		-		-		-		-

		2018/11		902,780		101,102,360		0		-		107,716,571		93.86%		87,338		96,159		90.8%		1,158		0		-		-		-		-		-

		2018/12		1,039,580		116,422,613		0		-		108,797,539		107.01%		95,140		96,315		98.8%		1,224		0		-		-		-		-		-

						34,334,314										30,151						1,139

						34,334

		韓国 カンコク

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		6,706,938,740		670,693,874		0		-		680,174,538		98.61%		755,090		803,853		93.9%		888		0		-		-		-		-		-		10

		2018/01		566,061,780		56,606,178		0		-		57,115,579		99.11%		66,453		66,098		100.5%		852		0		-		-		-		-		-

		2018/02		520,514,890		52,051,489		0		-		52,995,374		98.22%		60,381		61,720		97.8%		862		0		-		-		-		-		-

		2018/03		572,189,740		57,218,974		0		-		50,865,872		112.49%		66,336		59,949		110.7%		863		0		-		-		-		-		-

		2018/04		541,064,440		54,106,444		0		-		54,753,092		98.82%		60,522		65,413		92.5%		894		0		-		-		-		-		-

		2018/05		564,352,660		56,435,266		0		-		57,043,792		98.93%		63,559		68,308		93.0%		888		0		-		-		-		-		-

		2018/06		535,459,550		53,545,955		0		-		56,203,125		95.27%		60,112		67,006		89.7%		891		0		-		-		-		-		-

		2018/07		605,035,010		60,503,501		0		-		59,664,308		101.41%		68,244		70,970		96.2%		887		0		-		-		-		-		-

		2018/08		600,337,740		60,033,774		0		-		60,273,538		99.60%		67,212		71,770		93.6%		893		0		-		-		-		-		-

		2018/09		539,093,950		53,909,395		0		-		54,244,144		99.38%		58,602		64,180		91.3%		920		0		-		-		-		-		-

		2018/10		551,903,530		55,190,353		0		-		56,888,227		97.02%		61,414		67,561		90.9%		899		0		-		-		-		-		-

		2018/11		542,895,370		54,289,537		0		-		57,939,978		93.70%		59,548		68,212		87.3%		912		0		-		-		-		-		-

		2018/12		568,030,080		56,803,008		0		-		62,187,509		91.34%		62,707		72,666		86.3%		906		0		-		-		-		-		-

						5,589,116										6,292						888

						5,589

		台湾 タイワン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計				2,971,667,163										4,616,338								0		-		-		-		-		-		28

		2018/04		73,235,984		262,917,183		0		-		251,137,520		104.69%		389,494		407,124		95.7%		675		0		-		-		-		-		-

		2018/05		68,393,158		245,531,437		0		-		257,344,792		95.41%		378,505		388,993		97.3%		649		0		-		-		-		-		-

		2018/06		71,168,994		255,496,688		0		-		254,627,460		100.34%		391,780		386,317		101.4%		652		0		-		-		-		-		-

		2018/07		77,465,930		278,102,689		0		-		291,768,623		95.32%		431,510		435,155		99.2%		644		0		-		-		-		-		-

		2018/08		68,986,210		247,660,494		0		-		279,460,312		88.62%		400,710		422,766		94.8%		618		0		-		-		-		-		-

		2018/09		66,685,851		239,402,205		0		-		209,331,593		114.37%		368,591		319,832		115.2%		650		0		-		-		-		-		-

		2018/10		65,631,275		235,616,277		0		-		262,058,946		89.91%		359,469		395,002		91.0%		655		0		-		-		-		-		-

		2018/11		60,463,169		217,062,777		0		-		238,986,853		90.83%		350,028		358,597		97.6%		620		0		-		-		-		-		-

		2018/12		74,003,339		265,671,987		0		-		270,622,985		98.17%		418,034		405,124		103.2%		636		0		-		-		-		-		-

		2019/01		66,674,732		239,362,288		0		-		229,919,385		104.11%		376,272		353,655		106.4%		636		0		-		-		-		-		-

		2019/02		68,961,950		247,573,401		0		-		271,017,195		91.35%		380,474		385,962		98.6%		651		0		-		-		-		-		-

		2019/03		66,091,849		237,269,738		0		-		236,765,436		100.21%		371,471		349,155		106.4%		639		0		-		-		-		-		-

						8,844,248										13,739						644

						8,844

		ロシア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		249,820,501		489,648,182		0		-		606,340,489		80.75%		619,308		768,902		80.5%		791		0		-		-		-		-		-		7

		2018/01		23,475,281		46,011,550		0		-		37,642,492		122.23%		57,336		48,483		118.3%		802		0		-		-		-		-		-

		2018/02		23,467,768		45,996,825		0		-		41,677,393		110.36%		58,371		53,890		108.3%		788		0		-		-		-		-		-

		2018/03		28,161,829		55,197,185		0		-		55,066,665		100.24%		69,347		70,917		97.8%		796		0		-		-		-		-		-

		2018/04		29,134,888		57,104,380		0		-		51,409,079		111.08%		71,632		65,798		108.9%		797		0		-		-		-		-		-

		2018/05		28,300,303		55,468,594		0		-		51,420,349		107.87%		69,890		66,385		105.3%		794		0		-		-		-		-		-

		2018/06		29,105,898		57,047,559		0		-		51,120,385		111.59%		69,055		62,666		110.2%		826		0		-		-		-		-		-

		2018/07		26,761,752		52,453,033		0		-		47,238,507		111.04%		64,403		59,162		108.9%		814		0		-		-		-		-		-

		2018/08		25,422,365		49,827,835		0		-		46,456,545		107.26%		61,844		62,566		98.8%		806		0		-		-		-		-		-

		2018/09		11,250,390		22,050,764		0		-		56,269,767		39.19%		30,150		69,913		43.1%		731		0		-		-		-		-		-

		2018/10		12,932,184		25,347,080		0		-		59,012,452		42.95%		35,088		73,440		47.8%		722		0		-		-		-		-		-

		2018/11		11,807,845		23,143,376		0		-		56,289,703		41.11%		32,192		69,802		46.1%		719		0		-		-		-		-		-

		2018/12		0		0		0		-		52,737,152		0.00%		0		65,880		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

						6,359,067										8,043						791

						6,359

		中国 チュウゴク

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		253,847,903		4,257,029,327		0		-		4,276,874,170		99.54%		6,629,104		6,377,268		103.9%		642		0		-		-		-		-		-		69

		2018/01		21,499,479		360,546,268		0		-		354,313,915		101.76%		547,348		520,677		105.1%		659		0		-		-		-		-		-

		2018/02		19,902,231		333,760,419		0		-		317,080,764		105.26%		517,272		471,878		109.6%		645		0		-		-		-		-		-

		2018/03		21,157,732		354,815,159		0		-		340,711,334		104.14%		537,201		509,587		105.4%		660		0		-		-		-		-		-

		2018/04		20,238,475		339,399,222		0		-		339,685,662		99.92%		510,965		494,047		103.4%		664		0		-		-		-		-		-

		2018/05		20,188,411		338,559,649		0		-		350,489,524		96.60%		559,414		518,800		107.8%		605		0		-		-		-		-		-

		2018/06		21,499,488		360,546,409		0		-		380,465,857		94.76%		654,384		552,143		118.5%		551		0		-		-		-		-		-

		2018/07		24,090,931		404,004,918		0		-		401,912,616		100.52%		634,219		600,567		105.6%		637		0		-		-		-		-		-

		2018/08		23,709,415		397,606,893		0		-		391,397,135		101.59%		601,990		597,178		100.8%		660		0		-		-		-		-		-

		2018/09		20,247,900		339,557,280		0		-		340,705,766		99.66%		521,964		521,082		100.2%		651		0		-		-		-		-		-

		2018/10		20,449,485		342,937,857		0		-		340,641,385		100.67%		529,361		522,324		101.3%		648		0		-		-		-		-		-

		2018/11		19,610,734		328,872,006		0		-		339,044,797		97.00%		504,097		506,954		99.4%		652		0		-		-		-		-		-

		2018/12		21,253,622		356,423,248		0		-		380,425,416		93.69%		510,889		562,031		90.9%		698		0		-		-		-		-		-

						5,141,340										8,006						642

						5,141

		タイ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		136,089,230		485,838,550		0		-		539,844,041		90.00%		876,307		1,107,020		79.2%		554		0		-		-		-		-		-		22

		2018/01		13,421,005		47,912,987		0		-		40,074,580		119.56%		101,773		76,489		133.1%		471		0		-		-		-		-		-

		2018/02		11,488,032		41,012,276		0		-		37,324,473		109.88%		84,617		71,707		118.0%		485		0		-		-		-		-		-

		2018/03		12,723,835		45,424,091		0		-		42,611,486		106.60%		94,942		86,311		110.0%		478		0		-		-		-		-		-

		2018/04		12,840,018		45,838,865		0		-		45,051,056		101.75%		95,161		92,636		102.7%		482		0		-		-		-		-		-

		2018/05		12,432,458		44,383,875		0		-		37,668,891		117.83%		93,249		81,002		115.1%		476		0		-		-		-		-		-

		2018/06		12,305,931		43,932,174		0		-		45,718,692		96.09%		93,433		93,906		99.5%		470		0		-		-		-		-		-

		2018/07		12,344,254		44,068,987		0		-		46,736,223		94.29%		94,490		97,973		96.4%		466		0		-		-		-		-		-

		2018/08		12,112,614		43,242,032		0		-		48,688,249		88.81%		92,877		100,836		92.1%		466		0		-		-		-		-		-

		2018/09		11,428,445		40,799,549		0		-		49,654,757		82.17%		86,171		101,589		84.8%		473		0		-		-		-		-		-

		2018/10		5,156,638		18,409,197		0		-		46,566,077		39.53%		39,594		96,613		41.0%		465		0		-		-		-		-		-

		2018/11		7,520,459		26,848,037		0		-		46,014,052		58.35%		0		94,430		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

		2018/12		12,315,541		43,966,481		0		-		53,735,506		81.82%		0		113,528		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

						1,840,298										3,319						554

						1,840

		カンボジア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		723,052		80,974,591		0		-		79,876,540		101.37%		174,243		162,171		107.4%		465		0		-		-		-		-		-		1

		2018/01		60,902		6,820,403		0		-		5,835,079		116.89%		16,075		11,579		138.8%		424		0		-		-		-		-		-

		2018/02		54,361		6,087,933		0		-		5,431,325		112.09%		14,896		10,550		141.2%		409		0		-		-		-		-		-

		2018/03		61,330		6,868,311		0		-		6,083,072		112.91%		16,130		11,790		136.8%		426		0		-		-		-		-		-

		2018/04		62,016		6,945,199		0		-		6,234,230		111.40%		15,308		12,235		125.1%		454		0		-		-		-		-		-

		2018/05		55,382		6,202,267		0		-		6,263,222		99.03%		13,486		12,003		112.4%		460		0		-		-		-		-		-

		2018/06		57,645		6,455,609		0		-		6,783,814		95.16%		14,438		13,411		107.7%		447		0		-		-		-		-		-

		2018/07		55,777		6,246,474		0		-		7,030,093		88.85%		13,565		14,230		95.3%		460		0		-		-		-		-		-

		2018/08		61,259		6,860,382		0		-		7,381,441		92.94%		13,868		17,560		79.0%		495		0		-		-		-		-		-

		2018/09		56,863		6,368,142		0		-		6,971,815		91.34%		12,830		16,316		78.6%		496		0		-		-		-		-		-

		2018/10		66,844		7,485,806		0		-		7,285,194		102.75%		15,078		8,131		185.4%		496		0		-		-		-		-		-

		2018/11		61,908		6,933,024		0		-		7,221,156		96.01%		13,870		16,264		85.3%		500		0		-		-		-		-		-

		2018/12		68,765		7,701,041		0		-		7,356,099		104.69%		14,699		18,102		81.2%		524		0		-		-		-		-		-

						6,747,883										14,520						465

						6,748



		フィリピン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		69,533,573		157,145,876		0		-		51,237,143		306.70%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-		1

		2018/01		5,292,606		11,961,289		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/02		5,112,480		11,554,205		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/03		5,498,906		12,427,527		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/04		5,373,300		12,143,657		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/05		5,335,998		12,059,355		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/06		5,364,759		12,124,355		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/07		5,704,955		12,893,197		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/08		5,886,499		13,303,488		0		-		6,529,648		203.74%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/09		5,779,436		13,061,526		0		-		10,703,669		122.03%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/10		6,103,613		13,794,166		0		-		10,936,373		126.13%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/11		7,099,325		16,044,475		0		-		10,674,562		150.31%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/12		6,981,697		15,778,635		0		-		12,392,892		127.32%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

						13,095,490										0						ERROR:#DIV/0!

						13,095



				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン				検算 ケンザン

				アメリカ (本土・ハワイ） ホンド		34,334		30,151		1,139				30,151		0				9364837.1399935

				韓国 カンコク		5,589		6,292		888				6,292		0				16312.6546754795

				台湾 タイワン		8,844		13,739		644				13,739		0

				カンボジア		6,748		14,520		465				14,520		0

				ロシア（持分）		6,359		8,043		791				8,043		0

				中国（持分） チュウゴク モチブン		5,141		8,006		642				8,006		0

				タイ（持分）		1,840		3,319		554				3,319		0



				日本 ニホン		9,364		16,312		574				16,314		(2)



				Overseas Marugame Seimen brand　Basic information						(Monthly data per store)

						Sales
 (1,000 yen)		# of Guests
 (person)		Sales per Guest
 (yen)

				USA		34,334		30,151		1,139

				South Korea		5,589		6,292		888

				Taiwan (ROC)		8,844		13,739		644

				Cambodia		6,748		14,520		465

				Russia<JV>		6,359		8,043		791

				China(PRC) <JV>		5,141		8,006		642

				Thailand <JV>		1,840		3,319		554



				Japan		9,364		16,312		574

				過去データ カコ

				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン

				アメリカ		26,129		27,025		967

				韓国 カンコク		5,290		7,119		743

				台湾 タイワン		11,937		22,143		539

				ロシア（持分）		7,198		9,602		750

				中国（持分） チュウゴク モチブン		7,092		11,545		614

				タイ（持分）		2,457		4,910		500



				日本 ニホン		9,000		16,393		548







				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン

				アメリカ		31,554		31,756		994

				韓国 カンコク		6,005		7,465		804

				台湾 タイワン		16,033		24,226		662

				ロシア（持分）		7,736		10,644		727

				中国（持分） チュウゴク モチブン		8,479		12,302		689

				タイ（持分）		3,160		5,895		536



				日本 ニホン		8,836		16,213		545









Sheet8

		ＢＩ　「月別・日別推移」　→　「当月レート」　は、前月末のレートを採用

		閉店日　＞＝2016/03/31　（3/31以前に閉店した店舗は含まない） 　 開店日　＜＝2015/12/31（12/31以前に開店した店舗を含む）　など　　を選択

		*は取る

		開店、閉店の情報は、右クリックでロックする

		⇒　2016/1/1から03/31まで、ひと月フルで営業していた店舗を対象にしている

		1Q		閉店日　＞＝2019/3/31　		開店日 ＜＝2018/12/31

		2Q		閉店日　＞＝2019/06/30　		開店日 ＜＝2018/12/31

		3Q		閉店日　＞＝2019/09/30　		開店日 ＜＝2018/12/31

		4Q		閉店日　＞＝2019/12/31　		開店日 ＜＝2018/12/31

		※台湾は注意

		※丸亀製麺だけ絞る

		アメリカ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		3,775,772		420,005,085		0		-		305,840,278		137.33%		337,051		275,982		122.1%		1,246		0		-		-		-		-		-		5

		2019/01		1,330,758		146,330,201		0		-		103,856,746		140.90%		119,232		95,555		124.8%		1,227		0		-		-		-		-		-

		2019/02		1,184,941		132,559,354		0		-		96,738,622		137.03%		106,025		86,846		122.1%		1,250		0		-		-		-		-		-

		2019/03		1,260,073		141,115,529		0		-		105,244,911		134.08%		111,794		93,581		119.5%		1,262		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						28,000,339										22,470						1,246

						28,000

		韓国

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		1,580,603,090		158,813,746		0		-		166,848,993		95.18%		168,792		193,299		87.3%		941		0		-		-		-		-		-		10

		2019/01		531,204,040		53,226,645		0		-		56,384,924		94.40%		56,111		66,028		85.0%		949		0		-		-		-		-		-

		2019/02		497,843,510		50,431,548		0		-		53,101,644		94.97%		52,356		60,794		86.1%		963		0		-		-		-		-		-

		2019/03		551,555,540		55,155,554		0		-		57,362,425		96.15%		60,325		66,477		90.7%		914		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						5,293,792										5,626						941

						5,294

		台湾

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		232,899,909		816,303,255		0		-		758,783,227		107.58%		1,329,643		1,181,087		112.6%		614		0		-		-		-		-		-		31

		2019/04		73,674,211		265,227,160		0		-		261,160,848		101.56%		416,169		386,621		107.6%		637		0		-		-		-		-		-

		2019/05		75,733,337		260,522,679		0		-		238,959,394		109.02%		427,957		385,683		111.0%		609		0		-		-		-		-		-

		2019/06		83,492,361		290,553,416		0		-		258,662,985		112.33%		485,517		408,783		118.8%		598		0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

		2020/01																						0		-		-		-		-		-

		2020/02																						0		-		-		-		-		-

		2020/03																						0		-		-		-		-		-

						8,777,454										14,297						614

						8,777

		ロシア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計																						0		-		-		-		-		-		7

		2019/01																						0		-		-		-		-		-

		2019/02																						0		-		-		-		-		-

		2019/03																						0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						0										0						ERROR:#DIV/0!

						0

		中国

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		69,477,772		1,162,673,494		0		-		1,061,504,165		109.53%		1,630,424		1,625,313		100.3%		713		0		-		-		-		-		-		82

		2019/01		24,548,265		406,273,781		0		-		355,683,668		114.22%		572,525		567,131		101.0%		710		0		-		-		-		-		-

		2019/02		20,942,029		354,129,712		0		-		339,296,373		104.37%		481,953		503,492		95.7%		735		0		-		-		-		-		-

		2019/03		23,987,478		402,270,001		0		-		366,524,124		109.75%		575,946		554,690		103.8%		698		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						4,726,315										6,628						713

						4,726

		タイ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		34,435,354		123,136,542		0		-		136,646,473		90.11%		253,698		284,956		89.0%		485		0		-		-		-		-		-		24

		2019/01		11,696,125		41,638,205		0		-		46,666,141		89.23%		86,060		99,389		86.6%		484		0		-		-		-		-		-

		2019/02		10,642,945		38,314,601		0		-		42,171,387		90.85%		78,347		86,202		90.9%		489		0		-		-		-		-		-

		2019/03		12,096,285		43,183,736		0		-		47,808,945		90.33%		89,291		99,365		89.9%		484		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						1,710,230										3,524						485

						1,710

		カンボジア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		212,624		23,661,393		0		-		19,685,795		120.20%		44,272		47,403		93.4%		534		0		-		-		-		-		-		1

		2019/01		70,102		7,708,390		0		-		6,646,907		115.97%		14,847		15,975		92.9%		519		0		-		-		-		-		-

		2019/02		67,257		7,524,062		0		-		6,105,202		123.24%		14,023		14,947		93.8%		537		0		-		-		-		-		-

		2019/03		75,265		8,428,942		0		-		6,933,686		121.57%		15,402		16,481		93.5%		547		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						7,887,131										14,757						534

						7,887



		フィリピン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		63,548,033		143,724,744		0		-		52,754,174		272.44%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-		4

		2019/01		20,170,105		45,181,036		0		-		11,837,618		381.67%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/02		12,739,773		29,301,477		0		-		13,061,748		224.33%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/03		30,638,155		69,242,230		0		-		27,854,807		248.58%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/04														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/05														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/06														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/07														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/08														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/09														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/10														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/11														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/12														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

						11,977,062										0						ERROR:#DIV/0!

						11,977



				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)				検算

				アメリカ (本土・ハワイ）		28,000		22,470		1,246				22,470		0				9364837.1399935

				韓国		5,294		5,626		941				5,626		0				16312.6546754795

				台湾		8,777		14,297		614				14,297		0

				カンボジア		7,887		14,757		534				14,757		0

				ロシア（持分）		0		0		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				中国（持分）		4,726		6,628		713				6,628		0

				タイ（持分）		1,710		3,524		485				3,524		0



				日本		9,813		17,685		555				17,681		4



				Overseas Marugame Seimen brand　Basic information						(Monthly data per store)

						Sales
 (1,000 yen)		# of Guests
 (person)		Sales per Guest
 (yen)

				USA		28,000		22,470		1,246

				South Korea		5,294		5,626		941

				Taiwan (ROC)		8,777		14,297		614

				Cambodia		7,887		14,757		534

				China(PRC) <JV>		4,726		6,628		713

				Thailand <JV>		1,710		3,524		485



				Japan		9,813		17,685		555

				過去データ

				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)

				アメリカ		26,129		27,025		967

				韓国		5,290		7,119		743

				台湾		11,937		22,143		539

				ロシア（持分）		7,198		9,602		750

				中国（持分）		7,092		11,545		614

				タイ（持分）		2,457		4,910		500



				日本		9,000		16,393		548







				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)

				アメリカ		31,554		31,756		994

				韓国		6,005		7,465		804

				台湾		16,033		24,226		662

				ロシア（持分）		7,736		10,644		727

				中国（持分）		8,479		12,302		689

				タイ（持分）		3,160		5,895		536



				日本		8,836		16,213		545









株主還元

				配当の推移

						2012年3月期		2014年
3月期		2015年
3月期		2016年
3月期		2017年
3月期		2018年
3月期		2019年
3月期		2020年
3月期
(予想) ヨソウ

				1株当たりの
年間配当額 ア		15円50銭		8円00銭		10円00銭		24円00銭		26円00銭		26円50銭		1円50銭		12円50銭

				配当性向		19.90%		37.00%		20.50%		19.90%		20.00%		24.68%		24.10%		20.56%



																										株主優待の内容

																										保有株式数		優待内容		継続保有優遇 ケイゾク ホユウ ユウグウ

																										実施回数 ジッシ カイスウ		年2回 ネン カイ		左記に追加 サキ ツイカ		年2回 ネン カイ

																										100株以上～200株未満		4,000円相当の割引券 ワリビキケン				ー

																										200株以上～500株未満		4,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン

																										500株以上～1,000株未満		10,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン

																										1,000株以上		15,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン



				Changes in Dividends

						Year ended March 31, 2012		Year ended March 31, 2014		Year ended March 31, 2015		Year ended March 31, 2016		Year ended March 31, 2017		Year ended March 31, 2018		Year ended March 31, 2019		Year ended March 31, 2020
(estimated)

				Annual dividend per share		15.50yen		8.00yen		10.00yen		24.00yen		26.00yen		26.50yen		1.50yen		12.50yen																Annual dividend per share

				Dividend payout ratio		19.90%		37.00%		20.50%		19.90%		20.00%		20.00%		24.10%		20.56%																Dividend payout ratio



																										Shareholder incentives

																										Number of shares		Incentive		Preferential treatment for continuous holding

																										The number of times		Twice a year		Twice a year						Shareholder incentives

																										100 - 200		4,000 yen value coupon 		Add to left		-				Shareholder incentives

																										200 - 500		4,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 

																										500 - 1,000		10,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 

																										1,000+  		15,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 





丸亀製麺　既存店

																																				Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar

						2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		2018年
3月期 ネン ガツキ		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		10月																												2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月 ガツ		2月		3月		4月 ガツ		5月 ガツ		6月

						FY 2015		FY 2016		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep						FY 2015		FY 2016		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun

						FY 2015		FY 2016		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		FY 2017 		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月						FY 2015		FY 2016		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar

				Net Sales		106.7%		103.8%		104.8%		105.2%		107.0%		110.2%		104.2%		105.1%		100.6%		100.5%		107.6%		103.2%		103.1%		101.1%		104.4%		103.3%		94.4%		97.9%		96.3%		95.2%		92.2%		96.5%		101.8%		96.3%		97.6%		96.8%		99.6%		96.7%		110.1%		105.7%		103.0%		106.2%		111.3%						2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月

				# of guests - Head count		101.8%		103.0%		104.1%		102.5%		102.5%		104.2%		98.6%		101.4%		99.1%		98.6%		101.7%		99.7%		99.5%		98.2%		100.8%		97.6%		91.0%		95.2%		99.8%		97.5%		93.0%		93.9%		99.6%		96.1%		94.9%		96.6%		98.7%		99.0%		122.6%		106.6%		99.3%		104.1%		111.5%				売上 ウリアゲ		106.7%		103.8%		104.4%		103.3%		94.4%		97.9%		96.3%		95.2%		92.2%		96.5%		101.8%		96.3%								97%		110%		106%

				Sales per guest  - Average soend per head		106.7%		100.9%		100.7%		102.6%		104.4%		105.8%		105.7%		103.7%		101.5%		101.9%		105.8%		103.5%		103.7%		102.9%		103.5%		105.8%		103.8%		102.9%		96.5%		97.7%		99.1%		102.8%		102.2%		100.2%		102.9%		100.2%		100.9%		97.7%		89.8%		99.1%		103.7%		101.9%		99.9%				客数 キャクスウ		101.8%		103.0%		100.8%		97.6%		91.0%		95.2%		99.8%		97.5%		93.0%		93.9%		99.6%		96.1%								99%		123%		107%

																																				0%		1.30%		-1.42%		1.31%		2.16%		-3.53%		2.12%		1.36%		-1.32%						-2.1%		0.3%		-2.8%		-1.8%		1.7%		-1.2%		0.6%				客単価 キャクタンカ		106.7%		100.9%		103.5%		105.8%		103.8%		102.9%		96.5%		97.7%		99.1%		102.8%		102.2%		100.2%								98%		90%		99%

																																		売上 ウリアゲ																				97.6%		96.8%		97.4%		97.0%		107.3%		103.9%		104.7%		105.0%		111.9%

																																補正後 ホセイ ゴ		客数 キャクスウ		97.6%		92.3%		93.8%		101.1%		99.7%		89.5%		96.0%		101.0%		94.8%		94.9%		96.6%		96.6%		99.3%		119.8%		104.8%		101.0%		102.9%		112.1%

																																		客単価 キャクタンカ		105.8%		103.8%		102.9%		96.5%		97.7%		99.1%		102.8%		102.2%		100.2%		102.9%		100.2%		100.9%		97.7%		89.8%		99.1%		103.7%		101.9%		99.9%

				Net Sales																																																																						Net Sales

				# of guests - Head count																																																																						# of guests - Head count

				Sales per guest  - Average soend per head																																																																						Sales per guest  - Average soend per head



				売上 ウリアゲ																																																																						売上 ウリアゲ

				客数 キャクスウ																																																																						客数 キャクスウ

				客単価 キャクタンカ																																																																						客単価 キャクタンカ



																																		CM		110.0%		110.4%		79.4%		125.7%		73.0%		93.0%



				売上 ウリアゲ																																																																						売上 ウリアゲ

				客数 キャクスウ																																																																						客数 キャクスウ

				客単価 キャクタンカ																																																																						客単価 キャクタンカ



																																				0.9229357851
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Sheet1

				FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018.2Q

				8,084,319		8,375,678		8,820,127		9,151,859		9,515,486		9,393,999

				8,084		8,376		8,820		9,152		9,515		9,394

												117.7%		112.2%

												1,431

				2013.04-2014.03		2014.04-2015.03		2015.04-2016.03		2016.04-2017.03		2017.04-2018.03		2018.04-2019.03

				2014年
3月期 ネン ガツキ		2015年
3月期 ネン ガツキ		2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		2019年
3月期3Q ネン ガツキ

				8,084,319		8,375,678		8,821,908		9,153,590		9,517,802		9290333.95227737

				8,084		8,376		8,822		9,154		9,518		9,290

												117.7%		114.9%

												1,433,483		1,206,015

				FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018.2Q

				2014年
3月期 ネン ガツキ		2015年
3月期 ネン ガツキ		2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		2019年
3月期3Q ネン ガツキ



2014年	
3月期	2015年	
3月期	2016年	
3月期	2017年	
3月期	2018年	
3月期	2019年	
3月期3Q	8084.3188461100035	8375.6776849462367	8821.9075525010794	9153.5900605864608	9517.8017006252685	9290.3339522773695	

IFRS16

				大きな変更点は、これまでのファイナンス・リースとオペレーティング・リースという分類がなくなり、あらゆるリースが資産計上されることだ。その結果、莫大な金額のリースが企業会計上に表面化することとなる。さらに、損益計算書上では、ほとんどのオペレーティング・リースの初期の影響が大きくなる。つまり、リースの初期費用が上がる。



				2019年の新基準適用以降、上場企業は2017年と18年の財務諸表にさかのぼって新基準適用を求められることとなる。非上場企業に関しても、同様に2018年と19年にさかのぼって適用となる。

				BS												ＰＬ

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				資産 シサン		○						○●				売上 ウリアゲ

				負債 フサイ		○						○●				販管費 ハ				●

																ＥＢＩＴＤＡ

				簿外 ボガイ				●								減価償却 ゲンカ ショウキャク		○						○●

																営業利益 エイギョウ リエキ

																財務費用 ザイム ヒヨウ		○						○●

																税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ





Sheet2

																								（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS（2019/4/1）※												ＰＬ(2019/4/1～2020/3/31)※

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								84,530				売上 ウリアゲ

				リース資産 シサン		5,658										販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン				15,443

				リース負債 フサイ		3,536						82,407				ＥＢＩＴＤＡ

																減価償却 ゲンカ ショウキャク		○						14,584

				簿外 ボガイ				●								営業利益 エイギョウ リエキ

																財務費用 ザイム ヒヨウ		○						498

																税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ



				BS（新規計上額）※ シンキ ケイジョウ ガク

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								78,872

				リース資産 シサン		○

				リース負債 フサイ		○						78,872



				簿外 ボガイ				●

				※IFRS16影響額に関しましては、将来期間の為替レートが不明、減損が未確定、社宅データが最新のものではないなど、

				数値の変動要素はありますので、その点はご留意ください。





Sheet3

																								（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS（2019/4/1）												ＰＬ(2019/4/1～2020/3/31)

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								84,530				売上 ウリアゲ

				リース資産 シサン		5,658										販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン				15,443

				リース負債 フサイ		3,536						82,407				ＥＢＩＴＤＡ

																減価償却 ゲンカ ショウキャク								14,584

				BS（新規計上額） シンキ ケイジョウ ガク												営業利益 エイギョウ リエキ

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン				財務費用 ザイム ヒヨウ								498

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース				税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ

				使用権資産 シヨウケン シサン								78,872

				リース資産 シサン

				リース負債 フサイ								78,872

				※IFRS16影響額に関しましては、将来期間の為替レートが不明、減損が未確定、社宅データが最新のものではないなど、

				数値の変動要素はありますので、その点はご留意ください。





Sheet6

																				（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS期首影響額 キシュ エイキョウガク										ＰＬ影響額(2019/4/1～2019/6/30) エイキョウガク

						旧会計基準(2019/3/31現在) キュウ カイケイ キジュン ゲンザイ		新基準により
追加的に認識(2019/4/1現在) シン キジュン ツイカテキ ニンシキ ゲンザイ		合計 ゴウケイ						旧会計基準 キュウ		IFRS16
影響額 エイキョウガク		新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース

				使用権資産 シヨウケン シサン				78,094		78,094				売上 ウリアゲ		39,212		0		39,212

				有形リース資産(期末帳簿価額) ユウケイ シサン キマツ チョウボ カガク		2,364				2,364				販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン		4,555		-3,735		819

				リース負債 フサイ		3,536		79,928		83,464				ＥＢＩＴＤＡ		3,653		3,624		7,277

				利益剰余金の減少(税効果会計等考慮後) リエキ ジョウヨキン ゲンショウ ゼイ コウカ カイケイ トウ コウリョ ゴ				880		880				減価償却 ゲンカ ショウキャク		1,126		3,624		4,751

														営業利益 エイギョウ リエキ		1,940		111		2,051

														金融費用 キンユウ ヒヨウ		345		124		469

														税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ		1,382		-13		1,369
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Sheet7

				現状 ゲンジョウ												修正案 シュウセイ アン

						店舗数 テンポ スウ		売上（億円） ウリアゲ オク エン		売上（億円）
/店 ウリアゲ オク エン テン		月商（万円）
/店 ゲツ ショウ マン エン テン						店舗数 テンポ スウ		売上（億円） ウリアゲ オク エン		売上（億円）
/店 ウリアゲ オク エン テン		月商（万円）
/店 ゲツ ショウ マン エン テン

				北米 ホクベイ		1,000		1,000		1.0		833				北米 ホクベイ		1,000		1,000		1.0		833

				中南米 チュウナンベイ		200		100		0.5		417				中南米 チュウナンベイ		200		150		0.8		625

				欧州(+中東） オウシュウ チュウトウ		500		50		0.1		83		⇒		欧州(+中東） オウシュウ チュウトウ		500		350		0.7		583

				アジア		2,300		1,350		0.6		489				アジア		2,000		1,250		0.6		521

				日本 ニホン		2,000		2,500		1.3		1,042				日本 ニホン		2,000		2,000		1.0		833

																　TDJ以外 イガイ		300		250		0.8		694

						6,000		5,000		0.8		694						6,000		5,000		0.8		694
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カフェ事業セグメント

 売上収益
 今期4店舗を出店し、ロードサイドに27店、ショッピングセンターに6店、

計33店舗体制 店舗数の増加により売上規模は大幅に拡大
 セグメント利益

 前期オープン店舗（9店舗）も概ね好調で、セグメント利益率（配賦前）は
14％程度を維持 業態が確立されており、事業全体で高い利益率を維持

 その他
 ロードサイドに出店しているコナズ珈琲は、平均売上15,260千円、セグメント

利益率（配賦前）14.4%（いずれも今期新店除く）と非常に高く、好調を維持
している。今後は、同業態のブランド認知を高めつつ積極展開していく

 ミュニケーションを設定したことを追記

カフェ事業セグメント 損益の概況

12

（単位：百万円）

金額 売上比 前期比 金額 売上比 計画比 金額 売上比

売上収益 2,595 100.0% 149.0% 2,278 100.0% 113.9% 1,742 100.0%

セグメント利益 116 4.5% 168.1% 94 4.1% 123.4% 69 4.0%

第2四半期 計画 前年同期


2Q



				連結PL (IFRS) レンケツ

						第2四半期 ダイ シハンキ						計画 ケイカク								前年同期 マエ ネン ドウキ キ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネンヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		80,017		100.0%		111.2%		77,748		100.0%		102.9%				71,981		100.0%

				事業利益 ジギョウ リエキ		5,840		7.3%		132.9%		3,651		4.7%		160.0%				4,393		6.1%

				EBITDA		15,499		19.4%		231.2%		13,793		17.7%		112.4%				6,705		9.3%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		15,560		19.4%		226.4%		14,093		18.1%		110.4%				6,872		9.5%

				営業利益 エイギョウ リエキ		5,084		6.4%		123.3%		3,359		4.3%		151.4%				4,122		5.7%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		4,100		5.1%		99.3%		3,073		4.0%		133.4%				4,128		5.7%

				四半期利益 シハンキ リエキ		2,601		3.3%		89.0%		2,009		2.6%		129.5%				2,923		4.1%				←値張り注意 アタイ バ チュウイ

				親会社の所有者に帰属する四半期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク シハンキ キ リエキ		2,569		3.2%		87.1%		1,948		2.5%		131.9%				2,948		4.1%



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		108.5%		47,039		100.0%		104.6%				45,346		100.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%				←　自動リンク ジドウ







				Consolidated PL (IFRS)																												Planned（計画した・された）　

						2Q FY 2019 						2Q FY 2019 (forecast) 								Previous period												一語だけでは違和感がありますがいかがでしょうか

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 				Amount		% to Revenue

				Revenue		80,017		100.0%		111.2%		77,748		100.0%		102.9%				71,981		100.0%										上期計画　H1 2018 (forecast) 

				Contribution margin		5,840		7.3%		132.9%		3,651		5%		160.0%				4,393		6.1%

				EBITDA		15,499		19.4%		231.2%		13,793		18%		112.4%				6,705		9.3%

				Adjusted EBITDA		15,560		19.4%		226.4%		14,093		18.1%		110.4%				6,872		9.5%										売上費　% to Sales 

				Operating profit		5,084		6.4%		123.3%		3,359		4.3%		151.4%				4,122		5.7%

				Profit before tax		4,100		5.1%		99.3%		3,073		4.0%		133.4%				4,128		5.7%										計画比 % to Plan 

				Profit for the year		2,601		3.3%		89.0%		2,009		2.6%		129.5%				2,923		4.1%

				Profit for the year attributable to owners of the parents		2,569		3.2%		87.1%		1,948		2.5%		131.9%				2,948		4.1%										前年比 YoY



				Marugameseimen segment																												英語では、表記の統一が重要になります。

				Revenue		49,183		100%		108.5%		47,039		100%		104.6%				45,346		100%										Pnanned(FY2018 2Q)

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%										 (2Q 2018) と期が前に来ます。

				Overseas segment																												カッコの前後には半角スペースが必要です。

				Revenue		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%





















4Q1



				連結PL (IFRS) レンケツ

						当期 トウキ										計画 ケイカク								前期 ゼンキ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		進捗率 シンチョク リツ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネンヒ				※値張りがあるので、計算式をチェック アタイ バ ケイサン シキ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		116,504		100.0%		49,660		100.0%		114.5%		112,233		100.0%		103.8%				101,779		100.0%		114.5%

				EBITDA		11,745		10.1%		-		-		-		-		-		-				12,167		12.0%		96.5%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		12,362		10.6%		-		-		96%		14,057		12.5%		87.9%				12,934		12.7%		95.6%

				営業利益 エイギョウ リエキ		7,635		6.6%		4,490		9.0%		88.6%		8,851		7.9%		86.3%				8,619		8.5%		88.6%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		7,175		6.2%		4,380		8.8%		84.8%		8,993		8.0%		79.8%				8,466		8.3%		84.8%

				当期利益 トウキ リエキ		4,663		4.0%		2,800		5.6%		83.5%		5,968		5.3%		78.1%				5,585		5.5%		83.5%				78.1%		※値張り アタイ バ

				親会社の所有者に帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウ キ リエキ		4,665		4.0%		2,810		5.7%		82.8%		5,970		5.3%		78.1%				5,631		5.5%		82.8%				78.1%		※値張り アタイ バ



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		49,660		100.0%		57.5%		89,306		100.0%		55.1%				85,598		100.0%		57.5%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		7,832		6.7%		-		-		-		14,913		-		-				13,674		13.4%		57.3%				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		49,660		100.0%		287.0%		6,876		100.0%		243.2%				5,826		100.0%		287.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		2,352		2.0%		-		-		-		366		-		-				363		0.4%		647.9%				←　自動リンク ジドウ

										　







				Consolidated PL (IFRS)

						FY 2017										FY 2017 Plan								Previous period

						Amount		Ratio to
Revenue		Planned		Ratio to
Revenue		Ratio to
Plannede		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Planned				Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		116,504		100.0%		49,660		100.0%		114.5%		112,233		100.0%		103.8%		0		101,779		100.0%		114.5%

				EBITDA		11,745		10.1%		-		-		-		-		-		-		0		12,167		12.0%		96.5%

				Adjusted EBITDA		12,362		10.6%		-		-		96%		14,057		12.5%		87.9%		0		12,934		12.7%		95.6%

				Operating profit		7,635		6.6%		4,490		9.0%		88.6%		8,851		7.9%		86.3%		0		8,619		8.5%		88.6%

				Profit before tax		7,175		6.2%		4,380		8.8%		84.8%		8,993		8.0%		79.8%		0		8,466		8.3%		84.8%

				Profit for the year		4,663		4.0%		2,800		5.6%		83.5%		5,968		5.3%		78.1%		0		5,585		5.5%		83.5%

				Profit for the year attributable to owners of the parents		4,665		4.0%		2,810		5.7%		82.8%		5,970		5.3%		78.1%		0		5,631		5.5%		82.8%

				Marugameseimen segment

				Revenue		49,183		100.0%		49,660		100.0%		57.5%		89,306		100.0%		55.1%		0		85,598		100.0%		57.5%

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		6.7%		-		-		-		14,913		-		-		0		13,674		13.4%		57.3%

				Overseas segment

				Revenue		16,720		100.0%		49,660		100.0%		287.0%		6,876		100.0%		243.2%		0		5,826		100.0%		287.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		2,352		2.0%		-		-		-		366		-		-		0		363		0.4%		647.9%





4Q



				連結PL (IFRS) レンケツ

						当期 トウキ						計画 ケイカク								前期 マエ ドウキ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		145,022		100.0%		124.5%		144,673		100.0%		100.2%				116,504		100.0%		124.5%

				EBITDA		8,671		6.0%		73.8%		-		-		-				11,745		10.1%		73.8%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		12,402		8.6%		100.3%		-		-		-				12,362		10.6%		100.3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		2,302		1.6%		30.2%		4,710		3.3%		48.9%				7,635		6.6%		30.2%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		1,337		0.9%		18.6%		4,219		2.9%		31.7%				7,175		6.2%		18.6%

				当期利益 トウキ リエキ		221		0.2%		4.7%		3,017		2.1%		7.3%				4,663		4.0%		4.7%				←値張り注意 アタイ バ チュウイ

				親会社の所有者に帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウ キ リエキ		267		0.2%		5.7%		3,105		2.1%		8.6%				4,665		4.0%		5.7%



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		108.5%		47,039		100.0%		104.6%				45,346		100.0%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%		0.0%				←　自動リンク ジドウ







				Consolidated PL (IFRS)																														Planned（計画した・された）　

						FY 2019 						Full -year forecast								FY 2018														一語だけでは違和感がありますがいかがでしょうか

						Millions of yen		Ratio to revenue		YoY change		Millions of yen		Ratio to revenue		Ratio to budget				Millions of yen		Ratio to revenue		YoY change

				Revenue		145,022		100.0%		124.5%		144,673		100.0%		100.2%				116,504		100.0%		124.5%										上期計画　H1 2018 (forecast) 

				EBITDA		8,671		6.0%		73.8%		-		-		-				11,745		10.1%		73.8%

				Adjusted EBITDA		12,402		8.6%		100.3%		-		-		-				12,362		10.6%		100.3%										売上費　% to Sales 

				Operating profit		2,302		1.6%		30.2%		4,710		3.3%		48.9%				7,635		6.6%		30.2%

				Profit before tax		1,337		0.9%		18.6%		4,219		2.9%		31.7%				7,175		6.2%		18.6%										計画比 % to Plan 

				Profit for the year		221		0.2%		4.7%		3,017		2.1%		7.3%				4,663		4.0%		4.7%

				Profit for the year attributable to owners of the parents		267		0.2%		5.7%		3,105		2.1%		8.6%				4,665		4.0%		5.7%										前年比 YoY



				Marugameseimen segment																														英語では、表記の統一が重要になります。

				Revenue		49,183		100%		108.5%		47,039		100%		104.6%				45,346		100%		0.0%										Pnanned(FY2018 2Q)

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%		0.0%										 (2Q 2018) と期が前に来ます。

				Overseas segment																														カッコの前後には半角スペースが必要です。

				Revenue		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%		0.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%		0.0%





















丸亀PL



				※項目　丸亀製麺を更新すれば他のセグメントもリンク コウモク マ コウシン タ																																																				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期 ダイ シハンキ						計画 ケイカク										前年同期 ゼンネン ドウキ																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキ ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキ ヒ																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		108.5%		47,039		100.0%		104.6%		104.6%				45,346		100.0%		108.5%																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%		117.8%				6,595		14.5%		118.8%		1,237																												税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Marugameseimen segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		49,183		100%		108.5%		47,039		100%		104.6%		104.6%				45,346		100%		108.5%										19,324		-		254.5%

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%		117.8%				6,595		14.5%		118.8%										14,576		75.4%		53.7%























とん一PL



																																																								その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				豚屋とん一セグメントPL  ブタ ヤ イチ																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期						計画										前年同期																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		1,827		100.0%		95.5%		1,940		100.0%		94.2%		94.2%				1,914		100.0%		95.5%																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ		55		3.0%		-		29		1.5%		188.2%		-				△ 12		-		-458.3%		67																												税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Butaya tonichi segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		1,827		100.0%		95.5%		1,940		100.0%		94.2%		94.2%				1,914		100.0%		95.5%										19,324		-		9.5%

				Operating profit of Butaya tonichi segment		55		3.0%		-		29		1.5%		2		-				△ 12		-		-458.3%										14,576		75.4%		0.4%























カフェPL



																																																								その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				カフェセグメントPL 																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期						計画										前年同期																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		2,595		100.0%		149.0%		2,278		100.0%		113.9%		113.9%				1,742		100.0%		149.0%																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ		116		4.5%		168.1%		94		4.1%		123.4%		-				69		4.0%		168.1%																														税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Butaya tonichi segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		2,595		100.0%		149.0%		2,278		100.0%		113.9%		113.9%				1,742		100.0%		149.0%										19,324		-		13.4%

				Operating profit of Butaya tonichi segment		116		4.5%		168.1%		94		4.1%		1		-				69		4.0%		168.1%										14,576		75.4%		0.8%























海外ＰＬ

				海外事業セグメントＰＬ カイガイ ジギョウ

						第2四半期						計画										前年同期

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%		102.0%				14,906		100.0%		112.2%

				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%		124.5%				1,695		11.4%		138.8%		657







				Overseas segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%		102.0%				14,906		100.0%		112.2%

				Operating profit of Overseas segment		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%		124.5%				1,695		11.4%		138.8%

















店舗数



								2019年
3月末 ネン ガツ マツ		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								出店		退店		2019年
9月末 ネン ガツ マツ

										1Q		2Q		3Q		4Q

				国内 コクナイ				1,103		7		0		-2		-4		36		16		1,123

						内、丸亀製麺 ウチ		817		7				-2		-4		11		4		824

				海外 カイガイ				575		-1				1		1		61		34		602

				合 計 ゴウ ケイ				1,678		6		0		-1		-3		97		50		1,725





								2019
Mar		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								Open		Close		2019
June

										1Q		2Q		3Q		4Q

				Domestic				1,103		7		0		(2)		(4)		36		16		1,123

						Marugame Seimen		817		7		0		(2)		(4)		11		4		824

				Overseas				575		(1)		0		1		1		61		34		602

				Total				1,678		6		0		(1)		(3)		97		50		1,725



















国内店舗数

				国内 コクナイ

				運営業態 ウンエイ ギョウタイ						2019年
3月末 ネン ガツ マツ		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								累計 ルイケイ				2019年
9月末 ネン ガツ マツ

												1Q		2Q		3Q		4Q		出店 シュッテン		退店 タイ テン

				丸亀製麺（うどん） マルガメ セイメン						817		5		1		2		-3		11		4		824

						RS				637		7				-2		-4		5		3		639

						SC				180		-2		1		4		1		6		1		185

				とりどーる（焼き鳥） ヤ トリ						15		-1		-1						0		2		13

				豚屋とん一等（豚カツ・トンテキ） ブタ ヤ イチ トウ トン						53										1		0		54

				丸醤屋（ラーメン） マル ジャン ヤ						11								-1		0		1		10

				長田本庄軒（焼きそば） ナ ヤ						10										2		0		12

				コナズ珈琲等（カフェ） コーヒー トウ						29										4		0		33

				天ぷらまきの（天ぷら定食） テン テン テイショク						11										5		0		16

				晩杯屋（立ち飲み） ※1 バン ハイ ヤ タ ノ						49										0		4		45

				ずんどう屋（ラーメン） ヤ						45										3		0		48

				その他 タ						63		-1				1		1		10		5		68				出店 シュッテン		ヤマキ 7、鳥八代 １、いぶき １、福はうち １ トリ ハチダイ フク

				合 計 ゴウ ケイ						1,103		3		0		3		-3		36		16		1,123				退店 タイテン		Collective 2、麺屋どおり １、ヤマキ ２、 メン ヤ









				Domestic

				Brands						Mar
2019		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								During period				Sep
2019								Roadside locations "roadside"は一語です。

												1Q		2Q		3Q		4Q		Open		Close

				Marugame Seimen (Udon)						817		5		1		2		-3		11		4		824								Mall locations/Shopping center locaitons

						Roadside locations				637		7		0		-2		-4		5		3		639

						Shopping center locaitons				180		-2		1		4		1		6		1		185								ショッピングセンターは固有名詞ではないので

				Toridoll (Yakitori)						15		-1		-1		0		0		0		2		13								最初だけ大文字です。

				Butaya Tonichi （Tonkatsu,tonteki）						53		0		0		0		0		1		0		54								とんいちの表記の揺らぎを統一する必要があります

				Marushoya (Ramen)						11		0		0		0		-1		0		1		10

				Nagatahonjoken (Yakisoba)						10		0		0		0		0		2		0		12

				Kona's CoffeeRoasted（Cafe）						29		0		0		0		0		4		0		33

				Makino（Tenpura）						11		0		0		0		0		5		0		16

				Banpaiya (Standing Bar)						49		0		0		0		0		0		4		45

				Zundoya (Ramen)						45		0		0		0		0		3		0		48

				Others						63		-1		0		1		1		10		5		68

				Total						1,103		3		0		3		-3		36		16		1,123























海外店舗数

						海外 カイガイ

						業態 ギョウタイ		運営形態 ウンエイ ケイタイ		持分
比率 モチブン ヒリツ		エリア		直営 チョクエイ								FC								総合計 ソウ ゴウケイ

														2019年 ネン		通期累計 ツウキ ルイ ケイ				2019年 ネン		2019年 ネン		通期累計 ツウキ ルイ ケイ				2019年 ネン

														3月末 ガツ マツ		出店 シュッテン		退店 シリゾ ミセ		9月末 ガツ マツ		3月末 ガツ マツ		出店 シュッテン		退店 シリゾ ミセ		9月末 ガツ マツ

						丸亀製麺 マルガメ セイメン		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		6		2		0		8		0		0		0		0		8

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		韓国 カンコク		6		0		-1		5		4		0		0		4		9

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		90%		台湾 タイワン		30		1		0		31		0		0		0		0		31

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		65%		カンボジア		2		0		-1		1		0		2		0		2		3

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		タイ		19		0		0		19		0		0		0		0		19

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		37%		中国 チュウゴク		76		9		-10		75		5		0		0		5		80		(丸亀製麺等） マルガメ セイメン トウ

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		33%		シンガポール		3		0		0		3		0		0		0		0		3

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		インドネシア		0		0		0		0		51		7		-1		57		57

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		ベトナム		0		0		0		0		10		0		0		10		10

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		オーストラリア		0		0		0		0		2		2		0		4		4

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		フィリピン		0		0		0		0		4		3		0		7		7

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		ロシア		0		0		0		0		6		1		0		7		7		⇒　次回より「ロイヤリティ収入」に変更 ジカイ シュウニュウ ヘンコウ

						譚仔雲南米線		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		中国(香港） チュウゴク ホンコン		53		2		0		55		0		0		0		0		55

						譚仔三哥米線		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		中国(香港） チュウゴク		54		4		0		58		0		0		0		0		58

						MONSTER CURRY		連結子会社 レンケツ コガイシャ		70%		シンガポール		13		0		0		13		0		0		0		0		13

						Wok to Walk		連結子会社 レンケツ コガイシャ		60%		欧州等 オウシュウ トウ		2		0		-2		0		101		11		-6		106		106		←将来的にはエリア別記載とChill Chillの分離を検討 ショウライテキ ベツ キサイ ブンリ ケントウ

						Boat Noodle等 トウ		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		49%		マレーシア等 トウ		65		3		-10		58		6		3		0		9		67		←ＦＣ：インドネシア、ブルネイ、シンガポール

						Boat Noodle		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		ミャンマー		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Shoryu（昇龍） ショウリュウ		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		39%		イギリス		11		0		0		11		0		0		0		0		11

						Poke		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		アメリカ等 トウ		32		0		-1		31		7		11		0		18		49

						とん一 イチ		連結子会社 レンケツ コガイシャ		90%		台湾 タイワン		4		0		-2		2		0		0		0		0		2

						Tokyo Table		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		1		0		0		1		0		0		0		0		1		←Saly Papa含む フク

						Crackin' Kitchen等 トウ		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						合　計 ア ケイ								379		21		-27		373		196		40		-7		229		602



						Overseas

						Brands		Units		Shareholding ratio		Area		 Own stores								FC								Total										3Q FY2017

														2019		FY2019				2019		2019		FY2019				2019												Open　Openings

														Mar		Openings		Closures		Sep		Mar		Openings		Closures		Sep												Close　Closures

						Marugame Seimen		Subsidiaries		100%		USA		6		2		0		8		0		0		0		0		8										Direct operation → Own stores

								Subsidiaries		100%		Korea		6		0		-1		5		4		0		0		4		9										Investment ratio → Shareholding ratio

								Subsidiaries		90%		Taiwan		30		1		0		31		0		0		0		0		31										Operation form → Units

								Subsidiaries		65%		Cambodia		2		0		-1		1		0		2		0		2		3										JVs → Joint ventures

								JVs		40%		Thailand		19		0		0		19		0		0		0		0		19

								JVs		37%		China		76		9		-10		75		5		0		0		5		80		(丸亀製麺等） マルガメ セイメン トウ								Zundouya は海外では　Zund　でしょうか

								JVs		33%		Singapore		3		0		0		3		0		0		0		0		3										また雲南ヌードルの社名も英語にしてください

								FCs		-		Indonesia		0		0		0		0		51		7		-1		57		57										Tam Jai Yunnan Mixian  

								FCs		-		Vietnam		0		0		0		0		10		0		0		10		10										Tam Jai Sam Gor Mixian

								FCs		-		Australia		0		0		0		0		2		2		0		4		4

								FCs		-		Philippines		0		0		0		0		4		3		0		7		7

								FCs		-		Russia		0		0		0		0		6		1		0		7		7										FCS → Franchise stores

						Tam Jai Yunnan Mixian  		Subsidiaries		100%		China		53		2		0		55		0		0		0		0		55

						Tam Jai Sam Gor Mixian		Subsidiaries		100%		China		54		4		0		58		0		0		0		0		58

						MONSTER CURRY		Subsidiaries		70%		Singapore		13		0		0		13		0		0		0		0		13

						Wok to Walk		Subsidiaries		60%		Europe, etc		2		0		-2		0		101		11		-6		106		106

						Boat Noodle, etc		JVs		49%		Malaysia, etc		65		3		-10		58		6		3		0		9		67		←将来的にはエリア別記載とChill Chillの分離を検討 ショウライテキ ベツ キサイ ブンリ ケントウ

						Boat Noodle		JVs		40%		Myanmar		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Shoryu		JVs		39%		UK		11		0		0		11		0		0		0		0		11

						Poke		JVs				USA, etc		32		0		-1		31		7		11		0		18		49

						Ton-ichi		Subsidiaries		90%		Taiwan		4		0		-2		2		0		0		0		0		2

						Tokyo Table		Subsidiaries		100%		USA		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Crackin' Kitchen		Subsidiaries		100%		USA		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Total								379		21		-27		373		196		40		-7		229		602







販管費

						↓　値張り アタイ バ																				Dec
2016		Increase of COGS ratio		Increase of labor cost ratio		Decrease of utitily cost ratio		Increase of Advertising cost ratio		Decrease of other cost ratio		Dec
2017						Outsourced expenses cost ratio

				IFRS																				A		0.0%		6.1%		5.2%		5.2%		5.37%		5.373%		0.0%						4.68%

						当期 トウ キ		前期 ゼン キ		当期 トウ キ		前期 ゼン キ												B		6.6%		0.5%		1.0%		0.3%		0.1%		0.1%		5.5%						0.7%

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		84,611,870,484		76,410,732,534		100.0%		100.0%								6.63%								7.1%		6.2%		5.5%		5.60%		5.47%								6.29%

				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		22,114,638,095		19,597,952,094		26.1%		25.6%		0.49%		0.5%				0.49%																		-0.003%

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		62,497,232,389		56,812,780,440		73.9%		74.4%		-0.49%		-0.5%				0.95%						12.63%												11.38%

				人件費 ジンケンヒ		25,998,829,075		22,750,669,742		30.7%		29.8%		0.95%		1.0%				-0.30%

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		5,600,694,221		5,285,510,882		6.6%		6.9%		-0.30%		-0.3%				0.11%

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		3,008,620,794		2,630,257,849		3.6%		3.4%		0.11%		0.2%				0.30%

				外部委託費 ガイブ イタク ヒ		1,204,491,635		556,939,561		1.4%		0.7%		0.69%		0.9%

				減価償却 ゲンカ ショウキャク		2,822,536,290		2,630,600,253		3.3%		3.4%		-0.11%		0.1%

				非経常的費用項目 ヒ ケイジョウ テキ ヒヨウ コウモク						0.0%		0.0%		0.00%		0.0%

				その他経費 タ ケイヒ		20,280,276,639		18,621,209,302		24.0%		24.4%		-0.40%		-0.4%

				販管費合計 ハンカンヒ ゴウケイ		56,092,912,364		49,844,587,336		66.3%		65.2%		1.06%		1.1%

				減損損失 ゲンソン ソンシツ		197,019,359		174,192,361		0.2%		0.2%		0.00%		0.0%

				その他の営業収益		209,974,802		373,096,998		0.2%		0.5%		-0.24%		-0.2%

				その他の営業費用		290,358,876		182,532,680		0.3%		0.2%		0.10%		0.1%

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,126,916,592		6,984,565,061		7.2%		9.1%		-1.90%		-1.9%

				金融収益		214,537,303		158,888,535		0.3%		0.2%		0.05%		0.0%

				金融費用		204,615,613		209,755,449		0.2%		0.3%		-0.03%		-0.0%

				持分法による投資損益		(45,923,735)		32,780,539		-0.1%		0.0%		-0.10%		-0.1%

				税引前利益-IFRS		6,090,914,547		6,966,478,686		7.2%		9.1%		-1.92%		-1.9%



				EBITDA		9,029,836,956		9,424,600,996		10.7%		12.3%		-1.66%		-1.7%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		9,625,721,108		9,650,528,423		11.4%		12.6%		-1.25%		0.1%





				※アウトラインの資料は＋－がややこしいので、アウトラインと違う資料をもらうこと！ シリョウ チガ シリョウ



						当期 トウ キ				前期 ゼン キ

				売上収益-IFRS		84,611,870,484				76,410,732,534

				売上原価-IFRS		22,114,638,095		26.1%		19,597,952,094		25.6%		0.5%

				売上総利益-IFRS		62,497,232,389		73.9%		56,812,780,440		74.4%		-0.5%

				役員報酬		108,250,002		0.1%		96,300,000		0.1%		0.0%

				従業員給与手当		4,251,910,385		5.0%		3,264,218,911		4.3%		0.8%

				従業員賞与		294,363,696		0.3%		347,556,450		0.5%		-0.1%

				従業員賞与引当金繰入額		263,711,252		0.3%		178,669,616		0.2%		0.1%

				アルバイト料		18,107,580,347		21.4%		16,321,483,339		21.4%		0.0%

				法定福利費		1,892,859,523		2.2%		1,521,885,102		2.0%		0.2%

				厚生費		273,222,179		0.3%		236,219,611		0.3%		0.0%

				退職給付費用		149,941,697		0.2%		133,743,809		0.2%		0.0%

				研修費		91,559,816		0.1%		53,362,661		0.1%		0.0%

				株式報酬費用		54,682,240		0.1%		61,835,720		0.1%		-0.0%

						25,998,829,075		30.7%		22,750,669,742		29.8%		1.0%

				減価償却費(販管)		2,822,536,290		3.3%		2,630,600,253		3.4%		-0.11%

				地代家賃		8,669,876,965		10.2%		7,984,604,610		10.4%		-0.20%

				電気料金		3,114,409,866		3.7%		2,811,307,132		3.7%		0.00%

				ガス料金		604,463,439		0.7%		521,485,071		0.7%		0.03%

				水道料金		1,861,837,616		2.2%		1,932,147,803		2.5%		-0.3%

						5,600,694,221		6.6%		5,285,510,882		6.9%		-0.3%

				備品消耗品費		1,536,121,739		1.8%		1,423,941,890		1.9%		-0.0%

				厨房備品食器費		616,137,407		0.7%		622,442,100		0.8%		-0.1%

				炭代		19,983,300		0.0%		20,570,876		0.0%		-0.0%

				被服費		310,825,129		0.4%		273,273,775		0.4%		0.0%

				開店時経費		250,779,337		0.3%		163,398,764		0.2%		0.1%

				定期メンテナンス費		476,580,650		0.6%		390,988,628		0.5%		0.1%

				保守点検料		2,054,919		0.0%		354,650		0.0%		0.0%

				警備料		595,671,384		0.7%		551,618,341		0.7%		-0.0%

				求人広告費		510,747,938		0.6%		535,394,523		0.7%		-0.1%

				支払手数料		657,366,431		0.8%		473,775,940		0.6%		0.2%

				荷造費		1,896		0.0%				0.0%		0.0%

				運搬費		964,386		0.0%				0.0%		0.0%

				リース・賃借料		26,867,764		0.0%		13,271,124		0.0%		0.0%

				外部委託費		1,204,491,635		1.4%		556,939,561		0.7%		0.7%												Dec
2016		Increase of COGS ratio		Increase of labor cost ratio		Decrease of utitily cost ratio		Increase of Advertising cost ratio		Decrease of other cost ratio		Dec
2017

				寄付金		15,017,016		0.0%		6,152,671		0.0%		0.0%												0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.00%		0.000%		0.0%

				衛生管理費		692,339,799		0.8%		609,215,331		0.8%		0.0%

				塵芥料		530,476,058		0.6%		504,529,603		0.7%		-0.0%												H29.3期
3Q キ		売上
原価率
の増加 ウリアゲ ゲンカ リツ ゾウカ		人件費率
の増加 ジンケンヒ リツ ゾウカ		水道
光熱費率
の減少 スイドウ コウネツヒ リツ ゲンショウ		広告宣伝費率
の増加 コウコク センデンヒ リツ ゾウカ		その他
経費率
の増加 タ ケイヒ リツ ゾウカ		H30.3期
3Q キ						外部委託費
の増加 ガイブ イタク ヒ ゾウカ

				お客様対応費		14,658,964		0.0%		13,904,231		0.0%		-0.0%

				商品開発費		48,854,784		0.1%		28,088,380		0.0%		0.0%

				業態開発費		7,795,434		0.0%		9,889,498		0.0%		-0.0%

				広告宣伝費		3,008,620,794		3.6%		2,630,257,849		3.4%		0.1%

				福利厚生費(販管)		1,296,795		0.0%				0.0%		0.0%

				接待交際費		85,773,510		0.1%		94,771,534		0.1%		-0.0%

				会議費		20,621,775		0.0%		13,479,002		0.0%		0.0%																悪化 アッカ		改善 カイゼン

				旅費交通費		641,341,918		0.8%		514,056,094		0.7%		0.1%														12.6%						12.6%

				通信費		406,286,357		0.5%		402,376,664		0.5%		-0.0%												原価 ゲンカ				0.5%				12.1%

				事業税等		4,283,742		0.0%				0.0%		0.0%												人件費 ジンケンヒ				1.0%				11.2%

				租税公課		383,083,463		0.5%		721,992,640		0.9%		-0.5%												水道光熱費 スイドウ コウネツヒ						0.3%		11.5%

				修繕費		1,010,202,596		1.2%		817,273,886		1.1%		0.1%												広告宣伝費 コウコク センデンヒ				0.1%				11.3%

				保険料		141,634,593		0.2%		117,153,401		0.2%		0.0%												外部委託費 ガイブ イタク ヒ				0.7%				10.6%

				貸倒引当金繰入額(販管)				0.0%		0		0.0%		0.0%																				10.6%

				のれん償却額				0.0%		0		0.0%		0.0%

				雑費		315,321,537		0.4%		240,056,292		0.3%		0.1%														11.4%						0.8%

				為替換算誤差		(4,495,999)		-0.0%		0		0.0%		-0.0%

				販売費及び一般管理費-IFRS		56,092,912,364		66.3%		49,844,587,336		65.2%		1.1%

				減損損失(特別)		197,019,359		0.2%		174,192,361		0.2%		0.0%

				減損損失-IFRS		197,019,359		0.2%		174,192,361		0.2%		0.0%

				受取協賛金		28,347,221		0.0%		7,182,014		0.0%		0.0%

				受取給付金				0.0%		18,631,066		0.0%		-0.0%

				受取保険金		8,389,093		0.0%		20,827,797		0.0%		-0.0%

				受取地代家賃		39,790,668		0.0%		29,405,074		0.0%		0.0%

				店舗閉鎖損失引当金戻入益		3,024,900		0.0%		42,842,250		0.1%		-0.1%

				その他の営業外収益		129,591,887		0.2%		103,524,768		0.1%		0.0%

				その他特別利益		831,033		0.0%		150,684,029		0.2%		-0.2%

				負ののれん償却額				0.0%		0		0.0%		0.0%

				その他の営業収益-IFRS		209,974,802		0.2%		373,096,998		0.5%		-0.2%

				固定資産除却損（営業外）		189,939,267		0.2%		63,302,783		0.1%		0.1%

				固定資産売却損(特別)		1,891,623		0.0%		5,436,180		0.0%		-0.0%

				固定資産除却損(特別)		15,054,213		0.0%		1,613,675		0.0%		0.0%

				その他の営業外費用		81,259,435		0.1%		30,858,047		0.0%		0.1%

				その他特別損失		2,214,338		0.0%		81,321,995		0.1%		-0.1%

				その他の営業費用-IFRS		290,358,876		0.3%		182,532,680		0.2%		0.1%

				営業利益-IFRS		6,126,916,592		7.2%		6,984,565,061		9.1%		-1.9%

				受取利息		111,269,374		0.1%		132,166,662		0.2%		-0.0%

				受取配当金		0		0.0%		1,082,988		0.0%		-0.0%

				為替差益		102,406,861		0.1%		25,243,762		0.0%		0.1%

				貸倒引当金戻入額		861,068		0.0%		395,123		0.0%		0.0%

				金融収益-IFRS		214,537,303		0.3%		158,888,535		0.2%		0.0%

				支払手数料（営業外）		176,301		0.0%				0.0%		0.0%

				支払利息及び割引料		204,439,312		0.2%		209,738,516		0.3%		-0.0%

				投資有証評価損(特別)				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替差損		0		0.0%		0		0.0%		0.0%

				貸倒引当金繰入額(営業外)				0.0%		16,933		0.0%		-0.0%

				金融費用-IFRS		204,615,613		0.2%		209,755,449		0.3%		-0.0%

				金融収益・費用純額-IFRS		9,921,690		0.0%		(50,866,914)		-0.1%		0.1%

				持分法による投資利益		0		0.0%		32,780,539		0.0%		-0.0%

				持分法による投資損失		45,923,735		0.1%		0		0.0%		0.1%

				持分法による投資損益-IFRS		(45,923,735)		-0.1%		32,780,539		0.0%		-0.1%

				税引前利益-IFRS		6,090,914,547		7.2%		6,966,478,686		9.1%		-1.9%

				法人税、住民税及び事業税		2,268,587,516		2.7%		2,404,932,387		3.1%		-0.5%

				法人税等調整額		(168,234,397)		-0.2%		(125,953,201)		-0.2%		-0.0%

				法人所得税費用-IFRS		2,100,353,119		2.5%		2,278,979,186		3.0%		-0.5%

				当期利益-IFRS		3,990,561,428		4.7%		4,687,499,500		6.1%		-1.4%

				少数株主損益		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				少数株主損益(控除)		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				当期利益(計)		3,976,600,697		4.7%		4,703,918,074		6.2%		-1.5%

				少数株主損益(加算)		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				少数株主損益調整前当期純利益2		3,990,561,428		4.7%		4,687,499,500		6.1%		-1.4%

				為替換算調整勘定-期首調整				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定-増減		(24,512,511)		-0.0%		(673,794,264)		-0.9%		0.9%

				為替換算調整勘定-組替調整額				0.0%		(8,967,051)		-0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定-換算調整		190,918,936		0.2%		(222,390,934)		-0.3%		0.5%

				為替換算調整勘定-税効果				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定		166,406,425		0.2%		(905,152,249)		-1.2%		1.4%

				在外営業活動体の換算差額-IFRS		166,406,425		0.2%		(905,152,249)		-1.2%		1.4%

				為替換算調整勘定-持分損益		60,941,835		0.1%		(655,780,616)		-0.9%		0.9%

				持分法適用会社に対する持分相当額		60,941,835		0.1%		(655,780,616)		-0.9%		0.9%

				その他の包括利益合計-IFRS		227,348,260		0.3%		(1,560,932,865)		-2.0%		2.3%

				包括利益-IFRS		4,217,909,688		5.0%		3,126,566,635		4.1%		0.9%

				親会社株主に係る包括利益		4,138,526,729		4.9%		3,251,408,331		4.3%		0.6%

				為替換算調整勘定-少持損益		65,422,228		0.1%		(108,423,122)		-0.1%		0.2%

				少数株主に係る包括利益		79,382,959		0.1%		(124,841,696)		-0.2%		0.3%

				資本剰余金期首残高		4,007,005,257		4.7%		3,946,667,082		5.2%		-0.4%

				資本剰余金期首残高計		4,007,005,257		4.7%		3,946,667,082		5.2%		-0.4%

				新株式発行高		0		0.0%				0.0%		0.0%

				ストックオプション行使		46,021,543		0.1%		61,421,483		0.1%		-0.0%

				子会社増加増加高(CS)		0		0.0%		580,547,721		0.8%		-0.8%

				持分増加増加高(CS)				0.0%		(580,547,721)		-0.8%		0.8%

				資本剰余増加(その他)				0.0%		(7,179,474)		-0.0%		0.0%

				資本剰余金増加額計		46,021,543		0.1%		54,242,009		0.1%		-0.0%

				資本剰余金期末残高計		4,053,026,800		4.8%		4,000,909,091		5.2%		-0.4%

				利益剰余金期首残高		25,668,638,036		30.3%		21,218,844,514		27.8%		2.6%

				利益剰余金期首調整額		144,544,938		0.2%		0		0.0%		0.2%

				利益剰余金期首残高計		25,813,182,974		30.5%		21218844514		27.8%		2.7%

				当期利益計		3,976,600,697		4.7%		4,703,918,074		6.2%		-1.5%

				子会社増加増加高(SS)		0		0.0%		-8607819577		-11.3%		11.3%

				子会社減少増加高(SS)		310		0.0%				0.0%		0.0%

				持分増加増加高(SS)				0.0%		8607819577		11.3%		-11.3%

				利益剰余金増加額計		3,976,601,007		4.7%		4703918074		6.2%		-1.5%

				支払配当金(前期分)		0		0.0%		1		0.0%		-0.0%

				支払配当金(期末)		1,127,884,966		1.3%		1039355784		1.4%		-0.0%

				子会社増加減少高(SS)		0		0.0%				0.0%		0.0%

				子会社減少減少高(SS)		3,106,557		0.0%		0		0.0%		0.0%

				持分減少減少高(SS)		0		0.0%		0		0.0%		0.0%

				利益剰余金減少額計		1,130,991,523		1.3%		1039355785		1.4%		-0.0%

				利益剰余金期末残高計		28,658,792,458		33.9%		24883406803		32.6%		1.3%



























































































































































A	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	0	6.1414073879174302E-2	5.1884232756536808E-2	5.18	84232756536808E-2	5.3728542335630798E-2	5.3728542335630798E-2	0	B	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	6.6298074929537765E-2	4.8840010503634623E-3	9.5298411226374946E-3	2.9795907585764281E-3	1.1352811794824377E-3	1E-3	5.4763246846318239E-2	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	1	





丸亀製麺　販管費

				2017.06		原価率 ゲンカ リツ		人件費率 ジンケンヒ		水道光熱費率 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費率 コウコク センデンヒ		その他経費率 タ ケイヒ		2018.06

				丸亀製麺 マ

				June
2017		COGS ratio		labor cost ratio		utitily cost ratio		Advertising cost ratio		other cost ratio		June
2018

						15.80%		15.10%		15.00%		15.00%		15.20%

				16.10%		0.30%		0.70%		0.10%		0.70%		0.50%		15.20%



				June
2017		COGS ratio		labor cost ratio		utitily cost ratio		Advertising cost ratio		other cost ratio		June
2018

						2.800%		2.100%		2.000%		2.000%		2.200%

				3.100%		0.30%		0.70%		0.10%		0.70%		0.50%		2.200%





				連結 レンケツ

				H29.03		原価 ゲンカ		人件費 ジンケンヒ		水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費 コウコク センデンヒ		その他経費 タ ケイヒ		H30.03

						24.80%		24.80%		25.50%

				26.50%		1.70%		0.70%		0.40%		0.00%		0.30%		24.20%



				H29.03		原価 ゲンカ		人件費 ジンケンヒ		水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費 コウコク センデンヒ		その他経費 タ ケイヒ		H30.03

						-0.200%		-0.200%		0.500%

				1.500%		1.70%		0.70%		0.40%						-0.800%

				Mar
2017		COGS ratio		labor cost ratio		utitily cost ratio		Advertising cost ratio		other cost ratio		Mar
2018						Outsourced expenses cost ratio

				0		150		250		100

				150		100		50		200		100



0	150	250	100	150	100	50	200	100	June	
2017	COGS ratio	labor cost ratio	utitily cost ratio	Advertising cost ratio	other cost ratio	June	
2018	2.7999999999999997E-2	2.0999999999999991E-2	1.999999999999999E-2	1.999999999999999E-2	2.1999999999999992E-2	June	
2017	COGS ratio	labor cost ratio	utitily cost ratio	Advertising cost ratio	other cost ratio	June	
2018	3.1E-2	3.0000000000000001E-3	7.0000000000000001E-3	1E-3	7.0000000000000001E-3	5.0000000000000001E-3	2.1999999999999992E-2	

海外概況

				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				アジア		台湾		出店拡大中		商品・マーケティング施策の強化により、直近では既存店前年比で前年を上回る月もある。経営体制を再整備し、更なる事業拡大に必要な体制を構築中。豚カツ業態も4店舗運営。 ショウヒン シサク キョウカ チョッキン キゾン テン ゼンネン ゼンネン ウワマワ ツキ ケイエイ タイセイ サイセイビ サラ ジギョウ カクダイ ヒツヨウ タイセイ コウチク ナカ		3,200百万 / 390百万  ヒャク マン ヒャクマン

						韓国		収益改善中		2018年に大幅な不採算店舗を閉店したことにより収益基盤が強化。今後は既存店の収益性の強化を図り、全社黒字を目指す。 ネン オオハバ フサイサン テンポ ヘイテン シュウエキ キバン キョウカ コンゴ キゾン テン シュウエキセイ キョウカ ハカ ゼンシャ クロジ メザ		550百万 / 5百万  ヒャク マン ヒャクマン						韓国				2018年に大幅な不採算店舗を閉店したことにより収益基盤が強化。2019年は既存店の収益性の強化を行い、全社黒字を目指す。 ネン オオハバ フサイサン テンポ ヘイテン シュウエキ キバン キョウカ ネン キゾン テン シュウエキセイ キョウカ オコナ ゼンシャ クロジ メザ

						中国		出店拡大中		北京、上海、香港などの大都市での展開に力点をおいて展開中。試験的に地方都市にも出店していたが、日本食に対して市場が未成熟であったこともあり苦戦。不採算店舗は閉鎖し、今後は十分な市場のある大都市にフォーカスする。 ペキン シャンハイ ホンコン ダイトシ テンカイ リキテン テンカイチュウ シケンテキ チホウ トシ シュッテン ニホンショク タイ シジョウ ミセイジュク クセン フサイサン テンポ ヘイサ コンゴ ジュウブン シジョウ ダイトシ								中国				北京、上海、香港などの大都市での展開に力点をおいて展開中。試験的に地方都市にも出店をしていたが、日本食に対して市場が未成熟であったこともあり、不採算店舗は閉鎖し、今後は十分な市場のある大都市にフォーカスする。 ペキン シャンハイ ホンコン ダイトシ テンカイ リキテン テンカイチュウ シケンテキ チホウ トシ シュッテン ニホンショク タイ シジョウ ミセイジュク フサイサン テンポ ヘイサ コンゴ ジュウブン シジョウ ダイトシ

						香港（雲南） ホンコン ウンナン				現在「譚仔雲南米線」「譚仔三哥米線」を計105店舗(12月末現在)を展開。香港で雲南ヌードル業態のシェアは7割と圧倒的なブランド力を誇る。
2社を統合管理するCEO、CFOをはじめ、マネジメント層を採用し 　グループ会社としてのガバナンス強化および更なる成長を実現する 　ための経営強化を図っている 。
現在はトリドールHDと協力しながらさらなるブランド強化のための施策やノウハウの伝承を実施中。将来的には、香港国内において150～160店舗体制を目指す。 ガツマツ リョク シサク デンショウ ジッシ チュウ タイセイ		3390百万 / 560百万  ヒャク マン ヒャクマン										2社を統合管理するCEO、CFOをはじめ、マネジメント層を採用し 　グループ会社としてのガバナンス強化および更なる成長を実現する 　ための経営強化を図っている 

				東南アジア トウナン		タイ 		収益改善中		店舗段階のEBITDAが平均で15%前後、25％前後の店舗が多数あり比較的堅調に推移している。不採算店舗の整理や本部費の合理化を図り、収益強化を図っている。								タイ 				店舗段階のEBITDAが平均で15%前後、25％前後の店舗が多数あり比較的堅調に推移している。不採算店舗の整理や本部費の合理化を図り、収益強化を図っている。 テンポ ダンカイ ヘイキン ゼンゴ ゼンゴ テンポ タスウ ヒカクテキ ケンチョウ スイイ フサイサン テンポ セイリ ホンブ ヒ ゴウリカ ハカ シュウエキ キョウカ ハカ

						インドネシア		出店拡大中		ジャカルタにおける主要モールを中心に丸亀製麺を展開すると共に、更なる拡大を狙い地方都市での拡大を図っている。顧客層の拡大も視野に入れたエクスプレス店の導入も検討中で、2025年までに100店舗展開を目指す。 コキャクソウ カクダイ シヤ イ テン ドウニュウ ケントウチュウ ネン テンポ テンカイ メザ				 				インドネシア				ジャカルタにおける主要モールを中心に丸亀製麺を展開すると共に、更なる拡大を狙い地方都市での拡大を図っている。顧客層の拡大も視野に入れたエクスプレス店の導入も検討中で、2025年までに100店舗展開を目指す。 コキャクソウ カクダイ シヤ イ テン ドウニュウ ケントウチュウ ネン テンポ テンカイ メザ

						ベトナム		収益改善中		ホーチミンの既存店の収益性向上に向け注力。実験店舗にて様々な施策を実施し、横展開を進める。加えて、ハノイ、ハイフォンなどの北部地域でサブフランチャイズでの出店を予定。 キゾン テン シュウエキセイ コウジョウ ム チュウ チカラ ジッケン テンポ サマザマ シサク ジッシ ヨコ テンカイ スス クワ ホクブ チイキ シュッテン ヨテイ								ベトナム				2019年はホーチミンの既存店の収益性の改善に力を入れる。実験店舗を導入し、様々な施策を実施、横展開を進めていく。加えて、ハノイ、ハイフォンといった北部地域でサブフランチャイズにて2-3店舗の出店を予定。 ネン キゾン テン シュウエキセイ カイゼン チカラ イ ジッケン テンポ ドウニュウ サマザマ シサク ジッシ ヨコ テンカイ スス クワ ホクブ チイキ テンポ シュッテン ヨテイ



				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				東南アジア トウナン		カンボジア		収益改善中		既存レギュラー店の収益が向上し、前年比で約110％の伸びを示している。直営店に加え、フランチャイズ加盟店の出店立地も確定しており、プノンペンにおける更なる展開が予定されている。郊外向けの新業態（丸亀製麺）も展開しており、より広範囲に展開できるよう模索中。		80百万 / △21百万  ヒャク マン ヒャクマン						カンボジア				既存レギュラー店の収益が向上し、前年比で約110％の伸びを示している。直営店に加え、フランチャイズ加盟店の出店立地も確定しており、プノンペンにおける更なる展開が予定されている。郊外向けの新業態（丸亀製麺）も展開しており、より広範囲に展開できるよう模索中。 キゾン テン シュウエキ コウジョウ ゼンネンヒ ヤク ノ シメ チョクエイ テン クワ カメイ テン シュッテン リッチ カクテイ サラ テンカイ ヨテイ コウガイ ム シンギョウタイ マルガメ セイメン テンカイ コウハンイ テンカイ モサクチュウ

						マレーシア
（ Boat Noodle 、他） ホカ		出店拡大中		主力業態であるBoatNoodleに力点を置いて展開中。マレーシア国内でBoatNoodleのみで50店舗（過去2年間で約40店舗の開店）を展開しており、現地で認知度の高いブランドとして成長している。
店舗段階のみならず、全社でもEBITDA20%を超える好業績で、今後の更なる発展が期待される。国外の展開も進み、ブルネイ、ミャンマー、インドネシア、シンガポールに出店済み。更なる進出に向けて取り組み中。								マレーシア
（ Boat Noodle 、他） ホカ				主力業態であるBoatNoodleに力点を置いて展開中。マレーシア国内でBoatNoodleのみで50店舗（過去2年間で約40店舗の開店）を展開しており、現地で認知度の高いブランドとして成長している。
店舗段階のみならず、全社でもEBITDA20%を超える好業績で、今後の更なる発展が期待される。国外の展開も進み、ブルネイ、ミャンマー、インドネシア、シンガポールに出店済み、更なる進出に向けて取り組み中。 シュリョク ギョウタイ リキテン オ テンカイチュウ コクナイ テンポ カコ ネンカン ヤク テンポ カイテン テンカイ ゲンチ ニンチド タカ セイチョウ テンポ ダンカイ ゼンシャ コ コウギョウセキ コンゴ サラ ハッテン キタイ コクガイ テンカイ スス シュッテン ズ サラ シンシュツ ム ト ク チュウ

						フィリピン				フランチャイズとして丸亀製麺１号店を2017年8月、2号店を2018年2月、3号店を同年8月、4号店を11月にをオープンしたが、いずれも好業績を維持。
今後は更なる拡大を狙いマニラ地域での出店を加速していく予定。 ゴウテン ネン ガツ ゴウ テン ドウ ネン ガツ ス ギョウセキ イジ コンゴ								フィリピン				2018年11月に4号店をオープンしたが、どの店舗も業績好調で年換算1,000万円以上の売上を誇る。2019年は更なる拡大を狙いマニラ地域での出店を加速していく予定。4月以降の出店攻勢で年間7店舗出店を目指す。 ネン ガツ ゴウテン テンポ ギョウセキ コウチョウ トシ カンサン マンエンイジョウ ウリアゲ ホコ ネン サラ カクダイ ネラ チイキ シュッテン カソク ヨテイ ガツ イコウ シュッテン コウセイ ネンカン テンポ シュッテン メザ

						ミャンマー
（Boat Noodle）				現地飲食最大手のYKKO社と合弁会社を設立し、２０１７年１０月よりBoatNoodle業態をフランチャイズで展開。これまでミャンマーにはないオシャレな空間と食事を楽しめるお店として受け入れられ、賑わいを見せている。現状、２店舗のオープンを目指している。								ミャンマー
（Boat Noodle）				現地飲食最大手のYKKO社と合弁会社を設立し、２０１７年１０月よりBoatNoodle業態をフランチャイズで展開。これまでミャンマーにはないオシャレな空間と食事を楽しめるお店として受け入れられ、賑わいを見せている。現状、２店舗のオープンを目指している。 カイシャ ゲンジョウ

						シンガポール
（丸亀製麺） マ				中国合弁を介してシンガポールにて3店舗出店。賃料は高いものの、認知拡大を目的に代表的なモールへ出店をしている。認知浸透と共に収益性も向上しており、当面は3店舗に集中して足場を固める方針。 リョウ セイ								シンガポール
（丸亀製麺） マ				中国合弁を介してシンガポールにて3店舗出店。家賃は高いものの、認知拡大を目的に代表的なモールへの出店をしている。認知浸透と共に収益も向上しており、当面は3店舗に集中して足場を固める方針。 チュウゴク ゴウベン カイ テンポ シュッテン ヤチン タカ ニンチ カクダイ モクテキ ダイヒョウテキ シュッテン ニンチ シントウ トモ シュウエキ コウジョウ トウメン テンポ シュウチュウ アシバ カタ ホウシン

						シンガポール
（MONSTER CURRY）				シンガポール国内で11店舗を展開中（2018年12月末現在）。シンガポールの日本式カレー市場で圧倒的なシェアNO.1を獲得している。
現在はトリドールHDと協働しながら、さらなる強みの強化とトリードールHDが所有する店舗運営ノウハウの継承を実施中。今後は、シンガポールの日本式カレー市場におけるポジショニングをさらに強化し、2025年までに20店体制を目指す。 コンゴ タイセイ メザ								シンガポール
（MONSTER CURRY）				現在、モンスターカレーはシンガポール国内で11店舗を展開中（2018年12月末現在）。「モンスターカレー」はシンガポールの日本式カレー市場で圧倒的なシェアNO.1を獲得している。現在はトリドールHDと協働しながら、さらなるモンスターカレーの強みの強化とトリードールが所有する店舗運営のノウハウの継承を実施中。これらを組み合わせることで、シンガポールの日本式カレー市場におけるモンスターカレーのポジショニングをさらに強化し、2025年までに20店に増やす。 ゲンザイ コクナイ テンポ テンカイチュウ ネン ガツ マツ ゲンザイ シジョウ ゲンザイ キョウドウ ツヨ キョウカ ショユウ ケイショウ ジッシチュウ ク ア ニホンシキ シジョウ キョウカ



				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				アメリカ		TDC（Tokyo Ｔable) 		－		1号店アーバイン店は世界でも上位の高い売上を堅持し、安定的な黒字体質。
2号店アルハンブラ店を業態転換した”日本の洋食”を軸にした新業態"Saly papa"は客数は確保するも客単価の向上に苦戦。		780百万 / △280百万  ヒャク マン ヒャクマン						TDC（Tokyo Ｔable) 		－		1号店アーバイン店は世界でも上位の高い売上を堅持し、安定的な黒字体質。2号店アルハンブラ店を業態転換した”日本の洋食”を軸にした新業態"Saly papa"は客数は確保するも客単価の向上に苦戦。撤退の方向性で検討をしている ケンジ アンテイテキ クロジタイシツ ギョウタイ テンカン シン キャクスウ カクホ キャクタンカ コウジョウ クセン テッタイ ホウコウセイ ケントウ

						丸亀製麺		本土一号店出店		ハワイWaikikki店は依然好調を維持　世界トップの売上を誇る（最高日商も更新）。
2017年9月にオープンしたロサンゼルス・Sawtelle店、2018年1月にオープンのサンフランシスコ・Stonestown店はさらなる改善が進み、売上が伸張。3号店がLA・ビバリーヒルズ店舗はモールの集客が鈍化しており店舗モデルの構築に苦戦。また、2018年12月に4号店がグレンデールにオープンし、米国では初の丸亀フードコートモデルの構築に取り組んでいる。 ネン ガツ		ハワイ
830百万 / 120百万
本土：軽微                  ホンド ケイビ						丸亀製麺		本土一号店出店		ハワイWaikikki店は依然好調を維持　世界トップの売上を誇る（最高日商も更新）。
2017年9月にオープンしたロサンゼルス・Sawtelle店、2018年1月にオープンのサンフランシスコ・Stonestown店はさらなる改善が進み、売上が伸張。3号店がLA・ビバリーヒルズ店舗はモールの集客が鈍化しており店舗モデルの構築に苦戦。また4号店のグレンデールがオープンし、米国では初の丸亀フードコートモデルの構築に取り組む サイコウ ニッショウ コウシン テン テン カイゼン スス ウリアゲ シンチョウ テンポ シュウキャク ドンカ テンポ コウチク クセン ゴウテン ベイコク ハツ マルガメ コウチク ト ク

						CRACKIN’KITCHEN		出店準備中		ハワイ店は依然好調を維持　世界１、２位の売上を誇る。2018年3月LAに本土１号店メニュー改善やマーケ施策が結果に結びつかず、閉店。		590百万 / 70百万  ヒャク マン ヒャクマン						CRACKIN’KITCHEN		出店準備中		ハワイ店は依然好調を維持　世界１、２位の売上を誇る。2018年3月LAに本土１号店メニュー改善やマーケ施策が結果に結びつかず、閉店 テン ネン ホンド ゴウテン カイゼン シサク ケッカ ムス ヘイテン

						POKE				2018年8月に出資を完了し提携開始。10-12月にかけて積極的に新店をオープンし、現在は32店舗体制に。2019年も約30店舗(すべてFC)の出店を計画中。品質保証や購買面で、トリドールHDのノウハウ移管を検討している。 タイセイ								POKE				2018年8月に出資を完了し提携開始。10-12月にかけて積極的に新店をオープンし、現在は30店舗強に。2019年も約30店舗(すべてFC)の積極出店を計画中。品質保証や購買面で、トリドールHDのノウハウ移管を検討している ネン ガツ シュッシ カンリョウ テイケイ カイシ セッキョクテキ ゲンザイ テンポ キョウ セッキョク シュッテン ケイカクチュウ ケントウ

				イギリス		Shoryu		出店拡大中		引き続きロンドンでのドミナント展開を進める。唯一の郊外店であるマンチェスター店とオクスフォード店は賃料や物流費などのコストカットを実施中。
単価を抑えたラーメンのほか、焼きそば・カツカレーなどの新メニューを導入。また、グデタマなどキャラクターを使用した販促のほか、店外からの視認性を高める施策など、集客に向けた取り組みも実施しており、全体として成果が出ている。								Shoryu				引き続きロンドンでのドミナント展開を進める。唯一の郊外店であるマンチェスター店とオクスフォード店は賃料や物流費などのコストカットを実施中。
商品は単価を抑えたラーメンや、グデタマなどキャラクターを使用した販促、焼きそばやカツカレーなどの新メニューを導入。店外からの視認性を高める施策など、集客に向けた取り組みも実施しており、全体として成果が出ている。 テンカイ ユイイツ コウガイ テン テン テン チンリョウ ブツリュウ ヒ ジッシ チュウ ショウヒン タンカ オサ シヨウ ハンソク ヤ シン ドウニュウ テン ガイ シニンセイ タカ シサク シュウキャク ム ト ク ジッシ ゼンタイ セイカ デ

				ロシア		丸亀製麺		収益改善中		2020年12月期より、合弁を解消し、全店FC化。これにより資金の外部調達も可能になり、モスクワにてFC、サブFC店の展開を画策、積極的な出店と既存店強化を目論む。
今後は、収益拡大とともにこれまで出店のなかった立地への新規出店を行い、店舗数の拡大を予定している。						ロシア		丸亀製麺		収益改善中		2020年12月期より、合弁を解消し、全店FC化。これにより資金の外部調達も可能になり、モスクワにてFC、サブFC店の展開を画策、積極的な出店と既存店強化を目論む。今後は、収益拡大とともに、ロシアにおけるTier oneモールからの誘いもある中で、これまで出店のなかった立地への新規出店を行い、店舗数の拡大を予定している。日本からのサポート方法についても、引き続き検討。 ネン ガツキ ゴウベン カイショウ ゼンテン カ シキン ガイブチョウタツ カノウ ミセ テンカイ カクサク セッキョクテキ シュッテン キョウカ モクロ コンゴ シュウエキカクダイ サソ ナカ シュッテン リッチ シンキ シュッテン オコナ テンポスウ カクダイ ヨテイ ニホン ホウホウ ヒ ツヅ ケントウ

				その他 タ		ＷＯＫ ＴＯ ＷＡＬＫ		出店拡大中		フランスにおける大型契約を含む複数のフランチャイジーが存在することにより、フランチャイズビジネスは堅調に推移し、順調に店舗数を拡大している。
苦戦中の米国での直営店は具材やオペレーションの見直しを行った。		軽微 ケイビ						ＷＯＫ ＴＯ ＷＡＬＫ				フランスにおける大型契約を含む複数のフランチャイジーが存在することにより、フランチャイズビジネスは堅調に推移し、順調に店舗数を拡大している。
苦戦中の米国での直営店は具材やオペレーションの見直しを行った。 ソンザイ ケンチョウ スイイ ジュンチョウ テンポ スウ カクダイ クセン チュウ ベイコク チョクエイテン グザイ ミナオ オコナ



				Area		Country/Brand		Status		Outline		PL Contribution (last year)
Sales / Segment profit

				Asia		Taiwan (ROC)		出店拡大中		Improves personnel system for staff sufficiency. Opening new stores. Operating 4 Tonkatsu stores.		3,200 mil. / 390 mil.

						S. Korea		収益改善中		Main stores keep good. Opening new stores.		350mil. / 5mil.

						China (PRC)		出店拡大中		Keeps good. Sales in coast cities (e.g., Shanghai) are nice. Currently 85 stores. "Hakatan-maru" ramen brand develops.

						Hong Kong (Yunnan)				Grouped in Feb-2018. Currently operating "Tam Chai Yunnan Noodle" and "TamJai SamGor Rice Noodle" stores (109 in total). 70% market share of Yunnan Noodle in Hong Kong. To open new stores in Hong Kong.		3390mil. / 560mil.

						Thailand		収益改善中		Management enhancement brings big profit improvement through 1) profit improvement of Existing Stores, 2) development of small stores (good sales with low initial costs), and 3) customization of HQ costs. To keep stable profits.

						Indonesia		出店拡大中		Develops Marugameseimen stores mainly in major Shopping Centers in Jakarta. Also examines other big cities. Marugame Seimen brand is Halal approved, and popular among local Muslims.				 

						Vietnam		Profit being improved		Saves opening stores in 2017 for yearly profit by improving organization system and management system.  To achieve monthly profits. Examines sub-franchising for further business expansion.

						Cambodia		Profit being improved		Sales of Existing Stores improved a lot. Portable stall type stores (with small initial costs) contribute to profit.  Launches new brand for casual Japanese foods in Feb. 2018, targeting wider range of market.		80mil. / △21mil.

						Malaysia
(Boat Noodle, Others)		Opening new stores		Operating approx. 70 stores of "Boat Noodle" and "CillCill" brands. Expanding with profits. Accelerating franchising in other countries such as Brunei, Indonesia, Myanmar and Singapore. Planning to expand to other countries.

						Philippines				Opens 1st Marugameseimen store in Aug-2017 and 2nd in Feb-2018 (both FC). Keep good. 4 more stores scheduled. Swift business expansion expected.

						Myanmar
(Boat Noodles)				Establishes JV company with YKKO (biggest local restaurant company), and franchises Boat Noodle brand since Oct. 2017. Widely accepted as uniquely fashionable restaurant with fun to eat. 2nd store to open.



				Area		Country/Brand		Status		Outline		PL Contribution (last year)
Sales / Segment profit

				USA		TDC (Tokyo Table)		New store to open		1st store in Irvine keeps good. One of world top sales/profits stores in Toridoll Group, whereas 2nd store in Alhambra is in tough. To change to "Western Japanese" like brand for profit improvement.		780mil. / △28mil.0 

						Marugame Seimen		New store to open		Waikiki Shop keeps good. World top 1-2 sales in Toridoll Group.  1st store in mainland opened in Sawtelle, LA in Sep. 2017.  2nd store in Stonestown, SF started with good launch in Jan. 2018 (same sales level as Waikiki Shop for the first weekend).  3rd store in Shopping Center around Beverly Hills to open.		Hawaii
830mil. / 120mil.
Main Land：small                 

						CRACKIN'KITCHEN		New store to open		Keeps good. World Top 1-2 sales in Toridoll Group.  Opens 1st in mainland store in LA in Mar. 2018.		140mil. / 5mil. 

				UK		Sakagura		-		Opens 1st store in November 2016. Introduced collaboration menus between Bent Box and Shoryu Ramen, and charbroil steaks and tempuras. Lava Plate stake from 2018 beginning becomes popular. Lower pricing contributes guest count (wider customer range) and sales. Keeps marketing measures (e.g.,  via SNS, Restaurant Week and Japanese Sake events) for brand awareness .

						Shoryu		Opening new stores		Some stores are in top sales group. Strategic dominance in London. Local cities to be only in Manchester and  Oxford. To improve profitability. New stores being prepared.

				Italy		Tokyo Table, Others		-		Opens "Bottega del Ramen" in Feb. and "Tokyo Table" in Mar, 2017.  "Bottega del Ramen" achieved monthly profit. "Tokyo table" marks record high in monthly sales for consecutive 2 months. Still not profit for whole business unit, and more sales necessary. Both stores to introduce new menus for summer. Expanding sales by delivery through Uber-eat and Deliveroo.		small

				Russia		Marugame Seimen				4 direct-operation stores and 3 FC stores in Moscow. Achieved all stores in the black. To develop more stores (especially in food court) as well as keeping stable profits.

				Others		WOK TO WALK		Opening new stores		Store aggressively expanding to 93 (including 3 direct-operation stores in US) after grouped. FC contracts in India, Israel, and newly Malta and Oman. Opens 1st direct-operation store In US in Feb, 2nd in Jul and 3rd store in Dec. 2017. Exploring other counties for FCs.		small





M&A　PMI

				ブランド		概要 ガイヨウ		PMIの状況 ジョウキョウ

				晩杯屋 バ		大衆酒場「晩杯屋」等を東京都内で運営するアクティブソース社の株式を取得（80.3%）しグループ会社化		・モデル店舗における丸亀製麺のノウハウを生かしたオペレーションの改善
・パート・アルバイト採用強化の仕組み導入、社内独立制度を含めた新人事制度の構築
・採用費や消耗品費など、グループ単価を採用することによる経費削減
・店舗タイプ別のスクリーニング要件、出店計画の策定、物件取得サポートの実施 フク シン ジンジ セイド コウチク ブッケン シュトク ジッシ				募集10人→100人規模に
物件情報が豊富　出店の精度が向上　投資検証表の活用など ボシュウ ニン ニン キボ ブッケン ジョウホウ ホウフ シュッテン セイド コウジョウ トウシ ケンショウ ヒョウ カツヨウ

				ずんどう屋 ヤ		主に関西において、とんこつラーメン店の「ずんどう屋」を運営するZUND社の株式を取得（80%）しグループ会社化		・モデル店舗におけるコンセプトのブラッシュアップと丸亀製麺のノウハウを生かしたオペレーションの改善
・当社ノウハウを活用した、採用における掲載媒体最適化の仕組み導入
・採用費や消耗品費など、グループ単価を採用することによる経費削減
・当社新店開発部による勝ちパターンの分析、優先出店エリアの決定　
・人事制度（賞与制度等）の再構築 トウ シャ

				「譚仔雲南米線」/「譚仔三哥米線」		スパイシー麺の人気チェーン店「譚仔雲南米線」および「譚仔三哥米線」の運営会社の株式をそれぞれ100%取得		・グループ会社としてのガバナンス強化及びトップマネジメント採用等、 　更なる成長を実現するための経営強化
・店舗、セントラルキッチンおよびバックオフィスにおける業務の整備
・華南地域を中心とした中国全土進出についても初期調査を開始







				Area		Country/Brand		Outline













BS

				連結BS (IFRS) レンケツ

						当期 トウ キ				前期末 ゼンキ マツ

						金額 キンガク		構成比 コウセイヒ		金額 キンガク		構成比 コウセイヒ		増減 ゾウゲン

				資産合計 シサン ゴウケイ		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103

				流動資産 リュウドウ シサン		29,966		14.8%		21,752		18.5%		8,214

				非流動資産 ヒ リュウドウ シサン		173,713		85.6%		96,081		81.5%		77,632

				負債資本合計 フサイ シホン ゴウケイ		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103

				負債合計 フサイ ゴウケイ		168,983		83.3%		82,830		70.3%		86,153

				（うち、有利子負債） ユウ リシ フサイ		145,770		71.8%		62,674		53.2%		83,096

				流動負債 リュウドウ フサイ		43,204		21.3%		25,953		22.0%		17,251

				非流動負債 ヒ リュウドウ フサイ		125,144		61.7%		56,878		48.3%		68,266

				資本合計 シホン ゴウケイ		35,332		17.4%		35,003		29.7%		329						※値張り アタイ バ

				（うち、親会社の所有者） オヤガイシャ ショユウシャ		34,305		16.9%		33,979		28.8%		326						※値張り アタイ バ



				ネット有利子負債/調整後EBITDA ユウ リシ フサイ チョウセイ ゴ		9.4				3.9				-				調整後EBITDA		15,560		9.4







				Consolidated BS (IFRS)										(unit: Million yen)

						This period				End of previous year

						Amount		Ratio		Amount		Ratio		Difference

				Total assets		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103						Including interest-bearing liabilities 

				Current assets		29,966		14.8%		21,752		18.5%		8,214						bearingの bと eの間のスペースを消してください

				Non-current assets		173,713		85.6%		96,081		81.5%		77,632						その下のliabilites、attributable にも不必要なスペースが見える気が

				Total liabilities and equity		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103						するのですが大丈夫でしょうか

				Liabilities		168,983		83.3%		82,830		70.3%		86,153

				(Including interest-bearing liabilities)		145,770		71.8%		62,674		53.2%		83,096

				Current liabilities		43,204		21.3%		25,953		22.0%		17,251

				Non-current liabilities		125,144		61.7%		56,878		48.3%		68,266

				Total equity		35,332		17.4%		35,003		29.7%		329

				(Equity attributable to 
owners of  the parent)		34,305		16.9%		33,979		28.8%		326



				Net interest-bearing liabilities / Adjusted EBITDA 		9.4				3.9				-



















































CF

						連結CF (IFRS) レンケツ

								当期 トウ キ		前年同期 ゼンネン ドウキ		増減 ゾウゲン

						営業活動による
キャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		15,517		4,402		11,115

						投資活動による
キャッシュ・フロー トウシ カツドウ		△ 6,283		△ 6,973		690

						財務活動による
キャッシュ・フロー ザイム カツドウ		△ 1,676		368		△ 2,044

						現金および現金同等物の
期末残高 ゲンキン ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		21,716		12,671		9,045







						Consolidated CF (IFRS)						(unit: Million yen)

								This period		Previous period		Difference								異なるフォントとサイズの混在

						Cash flows from operating activities		15,517		4,402		11,115								Cash flows from operating activities

						Cash flows from investing activities		△ 6,283		△ 6,973		690								Cash flows from investing activities

						Cash flows from financing activities		△ 1,676		368		△ 2,044								Cash flows from financing activities

						Cash and cash equivalents at the end of the period		21,716		12,671		9,045								Cash and cash equivalents at the end of the period





業績予想



				連結PL (IFRS) レンケツ

						2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ								下期修正予算 シモキ シュウセイ ヨサン

						連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ		連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		159,060		100.0%		145,022		100.0%		109.7%								丸亀製麺 マルガメ セイメン		カフェ		豚屋とん一 ブタ ヤ イチ		海外事業 カイガイ ジギョウ

				事業利益 ジギョウ リエキ		9,572		6.0%		7,270		5.0%		131.7%								48,697		3,230		2,038		16,574

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		29,640		18.6%		12,402		8.6%		239.0%								6,716		37		18		1,909

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,689		4.2%		2,302		1.6%		290.6%

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		5,266		3.3%		1,337		0.9%		393.9%								通期修正予算 ツウキ シュウセイ ヨサン

				当期利益 トウキ リエキ		2,704		1.7%		221		0.2%		1223.5%								97,880		5,825		3,865		33,294

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		2,610		1.6%		267		0.2%		977.5%								14,548		153		73		4,261



				丸亀製麺セグメントPL マルガメ セイメン		2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		97,880		100.0%		89,944		100.0%		108.8%

				セグメント利益 リエキ		14,408		14.7%		12,438		13.8%		115.8%



				海外事業セグメントPL		2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		33,294		100.0%		30,242		100.0%		110.1%

				セグメント利益 リエキ		4,261		12.8%		3,258		10.8%		130.8%









				Consolidated PL (IFRS)

						FY 2018				FY 2017				YoY

						連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ		連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ

				Revenue		159,060		100.0%		145,022		100.0%		109.7%

				Contribution margin		9,572		6.0%		7,270		5.0%		131.7%

				Adjusted EBITDA		29,640		18.6%		12,402		8.6%		239.0%

				Operating profit		6,689		4.2%		2,302		1.6%		290.6%

				Profit before tax		5,266		3.3%		1,337		0.9%		393.9%

				Profit for the year		2,704		1.7%		221		0.2%		1223.5%

				Profit for the year attributable to owners of the parent		2,610		1.6%		267		0.2%		977.5%



				Marugame Seimen
segment		FY 2018				FY 2017				YoY

				Revenue		97,880		100.0%		89,944		100.0%		108.8%								Segment profit

				Segment profit 		14,408		14.7%		12,438		13.8%		115.8%								Ratio to prev. period = YoY



				Overseas segment		FY 2018				FY 2017				YoY

				Revenue		33,294		100.0%		30,242		100.0%		110.1%

				Segment profit 		4,261		12.8%		3,258		10.8%		130.8%

























業績予想（詳細）



				連結PL (IFRS) レンケツ																																修正 シュウセイ		年初予算 ネンショ ヨサン

						上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ						上期計画 カミキ ケイカク		当初計画 トウショ ケイカク		売上収益 ウリア シュウエキ		56,195		56,195

作成者: 開示用の数字丸め有り

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								売上原価 ウリアゲ ゲンカ		14,451		14,572

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		80,017		100.0%				79,042		100.0%		79,042		100.0%		0				159,060		100.0%		→値張り注意 アタイ バ チュウイ		53,465				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		41,744		41,623

作成者: 開示用の数字丸め有り


				事業利益 ジギョウ リエキ		5,840		7.3%				3,732		4.7%		3,732		4.7%		0				9,572		6.0%

				営業利益 エイギョウ リエキ		5,084		6.4%				1,605		2.0%		2,105		2.7%		△ 500				6,689		4.2%				4,400				人件費　　計 ジンケンヒ ケイ		16,774		16,908

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		4,100		5.1%				1,166		1.5%		1,766		2.2%		△ 600				5,266		3.3%				4,120				水光熱費　計 スイ コウネツヒ ケイ		3,689		3,589

				当期利益 トウキ リエキ		2,601		3.3%				103		0.1%		703		0.9%		△ 600				2,704		1.7%				2,690				地代家賃		5,699		5,826

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		2,569		3.2%				41		0.1%		641		0.8%		△ 600				2,610		1.6%				2,681				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		1,957		2,102

																																		その他一般管理費計 タ イッパン カンリヒ ケイ		8,048		7,851

				丸亀製麺セグメント マルガメ セイメン		上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ										販売費及び一般管理費合計		36,167		36,276

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								減損損失 ゲンソン ソンシツ		1,218		1,030

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%				48,697		100.0%		46,905		100.0%		1,792				97,880		100.0%				43,559		90,464		その他の営業収入 タ エイギョウ シュウニュウ		117		261

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%				6,576		13.5%		6,182		13.2%		394				14,408		14.7%				7,023		13,205		その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		41		150

作成者: 開示用の数字丸め有り


				海外事業セグメント カイガイ ジギョウ		上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ										営業利益（損失）		4,430		4,430

作成者: 開示用の数字丸め有り


						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								調整後EBITDA チョウセイゴ		7,681		7,449

作成者: 開示用の数字丸め有り


				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%				16,574		100.0%		16,518		100.0%		56				33,294		100.0%				3458				金融収益 キンユウ シュウエキ		109		86

作成者: 開示用の数字丸め有り


				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%				1,909		11.5%		1,900		11.5%		9				4,261		12.8%				271				金融費用 キンユウ ヒヨウ		123		29

作成者: 開示用の数字丸め有り


																																		経常利益（損失） ケイジョウ リエキ ソンシツ		4,490		4,490

				カフェ事業セグメント ジギョウ		上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		2,595		100.0%				3,230		100.0%		3,041		100.0%		189				5,825		100.0%

				セグメント利益 リエキ		116		0.7%				37		0.2%		△ 16		-0.1%		53				153		0.5%





				Consolidated PL (IFRS)																														持分法投資損益 モチブン ホウ トウシ ソンエキ		163		243

						FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017										税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		4,578		4,730

作成者: 開示用の数字丸め有り


						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue								法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		1,626		1,680

作成者: 開示用の数字丸め有り


				Revenue		80,017		100.0%				79,042		100.0%		79,042		100.0%		0				159,060		100.0%								当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,953		3,050

作成者: 開示用の数字丸め有り


				Operating profit		5,084		6.4%				1,605		2.0%		2,105		2.7%		△ 500				6,689		4.2%								親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウ シャ		2,964		3,033

作成者: 開示用の数字丸め有り


																																						

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		Profit before tax		4,100		5.1%				1,166		1.5%		1,766		2.2%		△ 600				5,266		3.3%								非支配持分 ヒ シハイ モチブン		(11)		17

				Profit for the year		2,601		3.3%				103		0.1%		703		0.9%		△ 600				2,704		1.7%

				Profit for the year attributable to owners of the parent		2,569		3.2%				41		0.1%		641		0.8%		△ 600				2,610		1.6%								Profit for the year attributable to owners of the parent 

																																		parents のsはいらないようです

				Marugame Seimen 
segment		FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017

						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue								フォントとフォントサイズの混在

				Revenue		49,183		100.0%				48,697		100.0%		46,905		100.0%		1,792				97,880		100.0%

				Operating profit of 
Marugame Seimen segment		7,832		15.9%				6,576		13.5%		6,182		13.2%		394				14,408		14.7%								Segment profit

				Overseas 
segment		FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017										Ratio to prev. period = YoY

						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue

				Revenue		16,720		100.0%				16,574		100.0%		16,518		100.0%		56				33,294		100.0%								% to revenue のeの切り方がおかしいので

				Operating profit of 
Marugame Seimen segment		2,352		14.1%				1,909		11.5%		1,900		11.5%		9				4,261		12.8%								フォントサイズあるいは列の幅を変える必要があります





































出店計画

																										AS

								出店		退店		2020年
3月末 ネン ガツ マツ		投資額
（概算　百万円） トウシ ガク ガイサン ヒャクマンエン				2019年
3月 ネン ガツ														2020年3月期 ネン ガツキ		2021年3月期 ネン ガツキ		2022年3月期 ネン ガツキ		2023年3月期 ネン ガツキ		2024年3月期 ネン ガツキ

																										出店 シュッテン		小 ショウ				2		7		8		8		8

				国内 コクナイ				76		15		1,164		5,376				1,103										大 ダイ				1		6		6		7		7

						丸亀製麺		32		5		844		2,240				817										計 ケイ				3		13		14		15		15

						とん一 イチ		3		2		54		97				53								退店 タイ テン		小 ショウ				0		1		1		1		1

						カフェ		10		0		39		1,500				29										大 ダイ				0		0		0		0		0

						晩杯屋 バ		3		0		52		70				49										計 ケイ				0		1		1		1		1

						ずんどう屋 ヤ		3		0		48		191				45								純増 ジュン ゾウ		小 ショウ				2		6		7		7		7

						その他 タ		25		8		127		1,278				110										大 ダイ				1		6		6		7		7

				海外 カイガイ				145		24		696		1,940				575										計 ケイ				3		12		13		14		14

						連結子会社 レンケツ コガイシャ		69		12		229		1,850				172

						持分法適用会社 モチブン ホウ テキヨウ カイシャ		52		12		247		90				207								ずんどう屋 ヤ

						純粋ＦＣ ジュンスイ		24		0		220		0				196										Year0		Year1		Year2		Year3

				合 計 ゴウ ケイ				221		39		1,860		7,316				1,678										2019/03期 キ		2020/03期 キ		2021/03期 キ		2022/03期 キ

																										出店数 シュッテン スウ		9		3		10		10

						※その他　の内訳 タ ウチワケ																				退店数 タイ テン スウ		0		0		0		0

																										店舗数 テンポスウ		45		48		58		68













								Open		Close		2020
Mar						2019
Mar



				Domestic				76		15		1,164		5,376				1,103

						Marugame Seimen		32		5		844		2,240

						Butaya Tonichi （Tonkatsu,tonteki）		3		2		54		97

						Kona's CoffeeRoasted（Cafe）		10		0		39		1,500

						Banpaiya (Standing Bar)		3		0		52		70

						Zundoya (Ramen)		3		0		48		191

						Others		25		8		127		1,278

				Overseas				145		24		696		1,940

						Subsidiaries		69		12		229		1,850

						JVs		52		12		247		90

						FCs		24		0		220		0

				Total				221		39		1,860		7,316



















中期計画

				連結PL (IFRS) レンケツ

						2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期								H29.3期 キ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		159,060		-		109.7%		174,683		-		109.8%		200,803		-		115.0%				145,022

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		29,640		18.6%		239.0%		32,373		18.5%		109.2%		36,161		18.0%		111.7%				12,402

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,689		4.2%		290.6%		9,086		5.2%		135.8%		12,045		6.0%		132.6%				2,302

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		5,266		3.3%		393.9%		8,500		4.9%		161.4%		11,481		5.7%		135.1%				1,337

				当期利益 トウキ リエキ		2,704		1.7%		1223.5%		5,615		3.2%		207.7%		7,712		3.8%		137.3%				221

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		2,610		1.6%		977.5%		5,434		3.1%		208.2%		7,488		3.7%		137.8%				267



				丸亀製麺セグメントPL マルガメ セイ メン

						2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		97,880		-		199.0%		99,307		-		101.5%		107,694		-		108.4%				49,183

				セグメント利益 リエキ		14,408		14.7%		184.0%		12,817		12.9%		89.0%		14,149		13.1%		110.4%				7,832



				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

						2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		33,294		-		199.1%		36,604		-		109.9%		41,549		-		113.5%				16,720

				セグメント利益 リエキ		4,261		12.8%		181.2%		4,452		12.2%		104.5%		4,913		11.8%		110.4%				2,352



				出店  シュッテン		221						326						412								退店 タイ テン		30期 キ		31期 キ		32期 キ

				　国内 コクナイ		76						138						199										15		16		16

				　海外 カイガイ		145						188						213										24		26		25

				累計店舗数 ルイケイ テンポ スウ		1,860						2,144						2,515								1,687

				　国内 コクナイ		1,164						1,286						1,469								1,103

				　海外 カイガイ		696						858						1,046								575





















				Consolidated PL (IFRS)

						FY2019						FY2020						FY2021								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		159,060		-		109.7%		174,683		-		109.8%		200,803		-		115.0%				95,587

				Adjusted EBITDA		29,640		18.6%		239.0%		32,373		18.5%		109.2%		36,161		18.0%		111.7%				12,799

				Operating profit		6,689		4.2%		290.6%		9,086		5.2%		135.8%		12,045		6.0%		132.6%				8,733

				Profit before tax		5,266		3.3%		393.9%		8,500		4.9%		161.4%		11,481		5.7%		135.1%				8,117

				Profit for the year		2,704		1.7%		1223.5%		5,615		3.2%		207.7%		7,712		3.8%		137.3%				5,242

				Profit for the year attributable to owners of the parents		2,610		1.6%		977.5%		5,434		3.1%		208.2%		7,488		3.7%		137.8%				5,212



				Ｍａｒｕｇａｍｅｓｅｉｍｅｎ segment

						FY2019						FY2020						FY2021								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		97,880		-		199.0%		99,307		-		101.5%		107,694		-		108.4%				6,255

				segment profit		14,408		14.7%		184.0%		12,817		12.9%		89.0%		14,149		13.1%		110.4%				436





				Overseas segment

						FY2018						FY2019						FY2020								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		33,294		-		199.1%		36,604		-		109.9%		41,549		-		113.5%				6,255

				segment profit		4,261		12.8%		181.2%		4,452		12.2%		104.5%		4,913		11.8%		110.4%				436



				Numbers of opening stores(numbers in overseas）		221				0.0%		326				0.0%		412				0.0%

				Total numbers of stores(numbers of overses)		1,860				0.0%		2,144				0.0%		2,515				0.0%				1,092		246



				Numbers of opening stores(numbers in overseas）

				Total numbers of stores(numbers of overses)





IFRS

		■2015年3月期：IFRS連結業績予想シミュレーション ネン ガツ キ レンケツ ギョウセキ ヨソウ

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		実績 ジッセキ		J-GAAP						IFRS				差異 サイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				0

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,564				営業利益 エイギョウ リエキ		4,177				△ 3,387

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,994				税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		3,602				△ 3,392

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,606				当期利益 トウキ リエキ		1,985				29

								　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,956				△ 650



		↓実績のJ-GAAPとIFRSの差異を元にIFRS予算を試算 ジッセキ サイ モト ヨサン シサン												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		予想 ヨソウ		J-GAAP						IFRS				調整 チョウセイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		84,803				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		84,803				0

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,200				営業利益 エイギョウ リエキ		3,900				△ 3,300

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,928				税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		3,628				△ 3,300

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,132				当期利益 トウキ リエキ		1,762				30

								　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,732				△ 400		※調整 チョウセイ





Sheet4

		連結純損益計算書の差異 レンケツ ジュンソンエキ ケイサンショ サイ

																						（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		日本基準（J-GAAP） ニホン キジュン						①日本基準（J-GAAP）の表示組替 ニホン キジュン ヒョウジ クミカエ						②国際会計基準（IFRS） コクサイ カイケイ キジュン						差異②－① サイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		0

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		0

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		0

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 57,421				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 57,421				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 58,605				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 1,183		※1

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,564				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 1,849				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 2,155				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 306		※2

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		277				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		338				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		324				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		△ 14

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		△ 848				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 342				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 374				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 32

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,994				営業利益 エイギョウ リエキ		5,711				営業利益 エイギョウ リエキ		4,175				営業利益 エイギョウ リエキ		△ 1,536

		特別利益 トクベツ リエキ		172				金融収益 キンユウ シュウエキ		111				金融収益 キンユウ シュウエキ		206				金融収益 キンユウ シュウエキ		95		※3

		特別損失 トクベツ ソンシツ		△ 2,068				金融費用 キンユウ ヒヨウ		△ 646				金融費用 キンユウ ヒヨウ		△ 637				金融費用 キンユウ ヒヨウ		9

		税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		5,098				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 77				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 130				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 53		※4

		法人税等 ホウジンゼイ トウ		△ 2,429				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		5,098				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		3,614				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		△ 1,484

		少数株主調整前当期純利益 ショウスウ カブヌシ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		2,669				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		△ 2,429				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		△ 1,603				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		826		※5

		少数株主損益 ショウスウ カブヌシ ソンエキ		△ 29				当期利益 トウキ リエキ		2,669				当期利益 トウキ リエキ		2,011				当期利益 トウキ リエキ		△ 658

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,640				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		2,640				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,982				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		△ 658

								　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		29				　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		29				　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		0

																				IFRSと日本基準の主な差異 ニホン キジュン オモ サイ

																		※1		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		△ 869		定額法への遡及修正 テイガク ホウ ソキュウ シュウセイ

				日本基準（J-GAAP） ニホン キジュン				国際会計基準（IFRS） コクサイ カイケイ キジュン												租税公課 ソゼイ コウカ		△ 344		法人税等（均等割）より振替 ホウジンゼイ トウ キントウワリ フリカエ

		営業利益 エイギョウ リエキ		売上総利益－販売費及び一般管理費 ウリアゲ ソウリエキ ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				売上総利益－販売費及び一般管理費－減損損失＋その他の営業収益－その他の営業費用 ウリアゲ ソウリエキ ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ ゲンソン ソンシツ タ エイギョウ シュウエキ タ エイギョウ ヒヨウ												その他 タ		30

																				計 ケイ		△ 1,183

		経常利益 ケイジョウ リエキ		営業利益＋営業外収益－営業外費用 エイギョウ リエキ エイギョウガイ シュウエキ エイギョウガイ ヒヨウ				経常利益、特別損益の概念はなく、金融収益、金融費用及び持分法による投資損益以外は、営業利益に加減 ケイジョウ リエキ トクベツ ソンエキ ガイネン キンユウ シュウエキ キンユウ ヒヨウ オヨ モチブンポウ トウシ ソンエキ イガイ エイギョウ リエキ カゲン										※2		減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 251		割引後CFとの比較 ワリビキ アト ヒカク

																				減損損失（のれん） ゲンソン ソンシツ		△ 55		非償却分を減損 ヒ ショウキャク ブン ゲンソン

		金融収益 キンユウ シュウエキ		－				受取利息、為替差益等 ウケトリ リソク カワセ サエキ トウ												計 ケイ		△ 306

		金融費用 キンユウ ヒヨウ		－				支払利息、為替差損等 シハライ リソク カワセ サソン トウ										※3		受取利息 ウケトリ リソク		95		敷金保証金を償却原価に シキキン ホショウキン ショウキャク ゲンカ

																				計 ケイ		95

																		※4		持分法による投資損失 モチブンポウ トウシ ソンシツ		△ 86		全ての共同支配企業を持分法適用に スベ キョウドウ シハイ キギョウ モチブンポウ テキヨウ

																				持分法による投資損失 モチブンポウ トウシ ソンシツ		33		持分法のれんの非償却 モチブンポウ ヒ ショウキャク

																				計 ケイ		△ 53

																		※5		法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		345		均等割を租税公課に振替 キントウワリ ソゼイ コウカ フリカエ

																				法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		132		税率変更による修正 ゼイリツ ヘンコウ シュウセイ

																				法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		349		IFRS修正に係る税効果調整 シュウセイ カカ ゼイ コウカ チョウセイ

																				計 ケイ		826



表示組替

IFRS調整



世界ランキング

				世界外食企業ランキング（上場企業）上位10社

						企業名		国名		売上高
（百万ドル）		決算期		展開ブランド

				1		McDonald's Corporation 		アメリカ		28,106		41609		McDonald's

				2		Starbucks Corporation 		アメリカ		14,892		41518		Starbucks

				3		Yum Brands Inc 		アメリカ		13,084		41609		KFC/Pizza Hut/Taco Bell、他

				4		Darden Restaurants Inc 		アメリカ		6,286		41760		Red Lobster/Olive Garden/
LongHorn Steakhouse、他

				5		AUTOGRILL SPA 		イタリア		6,207		41609		FC含む250ブランド以上を展開

				6		ゼンショーホールディングス		日本		4,679		41699		すき家/ココス/はま寿司、他

				7		Bloomin Brands Inc		アメリカ		4,129		41609		OUTBACK STEAKHOUSE
/CARRABBA'S、他

				8		ARCOS DORADOS 
HOLDINGS INCORPORATED 		アルゼンチン		4,033		41609		（中南米、カリブ海エリアの
McDonald's franchisee）

				9		Chipotle Mexican Grill, Inc. 		アメリカ		3,215		41609		Chipotle

				10		TIM HORTONS INCORPORATED		カナダ		3,162		41609		Tim Hortons、他

				（出所）各社決算資料等よりみずほ銀行産業調査部作成





						McDonald's Corporation 		(		アメリカ		)		28,106

						Starbucks Corporation 		(		アメリカ		)		14,892

						Yum Brands Inc 		(		アメリカ		)		13,084

						Darden Restaurants Inc 		(		アメリカ		)		6,286

						AUTOGRILL SPA 		(		イタリア		)		6,207

						ゼンショーホールディングス		(		日本		)		4,679

						Bloomin Brands Inc		(		アメリカ		)		4,129

						ARCOS DORADOS 
HOLDINGS INCORPORATED 		(		アルゼンチン		)		4,033

						Chipotle Mexican Grill, Inc. 		(		アメリカ		)		3,215

						TIM HORTONS INCORPORATED		(		カナダ		)		3,162



						McDonald's Corporation (アメリカ)		28,106

						Starbucks Corporation (アメリカ)		14,892

						Yum Brands Inc (アメリカ)		13,084

						Darden Restaurants Inc (アメリカ)		6,286

						AUTOGRILL SPA (イタリア)		6,207

						ゼンショーホールディングス(日本)		4,679

						Bloomin Brands Inc(アメリカ)		4,129

						ARCOS DORADOS 
HOLDINGS INCORPORATED (アルゼンチン)		4,033

						Chipotle Mexican Grill, Inc. (アメリカ)		3,215

						TIM HORTONS INCORPORATED(カナダ)		3,162





						TIM HORTONS Inc.(カナダ)		3,162

						Chipotle Mexican Grill, Inc. (アメリカ)		3,215

						ARCOS DORADOS HD Inc. (アルゼンチン)		4,033

						Bloomin Brands Inc.(アメリカ)		4,129

						ゼンショーホールディングス(日本)		4,679

						AUTOGRILL SPA (イタリア)		6,207

						Darden Restaurants Inc. (アメリカ)		6,286

						Yum Brands Inc. (アメリカ)		13,084

						Starbucks Corporation (アメリカ)		14,892

						McDonald's Corporation (アメリカ)		28,106









						TIM HORTONS Inc.		3,162

						Chipotle Mexican Grill, Inc. 		3,215

						ARCOS DORADOS HD Inc. 		4,033

						Bloomin Brands Inc.		4,129

						ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.		4,679

						AUTOGRILL SPA 		6,207

						Darden Restaurants Inc. 		6,286

						Yum Brands Inc. 		13,084

						Starbucks Corporation 		14,892
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基礎資料

		ＢＩ　「月別・日別推移」　→　「当月レート」　は、前月末のレートを採用 ツキベツ ヒ ベツ スイイ トウゲツ ゼンゲツ マツ サイヨウ

		閉店日　＞＝2016/03/31　（3/31以前に閉店した店舗は含まない） 　 開店日　＜＝2015/12/31（12/31以前に開店した店舗を含む）　など　　を選択 ヘイ テン テンポ フク カイテン ヒ イゼン カイテン テンポ フク

		*は取る ト

		開店、閉店の情報は、右クリックでロックする カイテン ヘイテン ジョウホウ ミギ

		⇒　2016/1/1から03/31まで、ひと月フルで営業していた店舗を対象にしている ツキ エイギョウ テンポ タイショウ

		1Q		閉店日　＞＝2018/3/31　		開店日 ＜＝2017/12/31

		2Q		閉店日　＞＝2018/06/30　		開店日 ＜＝2017/12/31

		3Q		閉店日　＞＝2018/09/30　		開店日 ＜＝2017/12/31

		4Q		閉店日　＞＝2018/12/31　		開店日 ＜＝2017/12/31

		※台湾は注意 タイワン チュウイ

		※丸亀製麺だけ絞る マ シボ

		アメリカ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		11,037,015		1,236,035,309		0		-		944,199,552		130.91%		1,085,440		887,294		122.3%		1,139		0		-		-		-		-		-		3

		2018/01		934,634		104,669,658		0		-		67,798,467		154.38%		94,437		67,217		140.5%		1,108		0		-		-		-		-		-

		2018/02		865,529		96,930,585		0		-		58,289,841		166.29%		86,893		58,009		149.8%		1,116		0		-		-		-		-		-

		2018/03		940,247		105,298,244		0		-		62,867,453		167.49%		93,828		62,064		151.2%		1,122		0		-		-		-		-		-

		2018/04		879,409		98,484,986		0		-		62,713,474		157.04%		88,931		61,268		145.2%		1,107		0		-		-		-		-		-

		2018/05		923,118		103,380,016		0		-		66,076,146		156.46%		92,310		63,938		144.4%		1,120		0		-		-		-		-		-

		2018/06		891,830		99,876,097		0		-		65,094,909		153.43%		89,438		63,065		141.8%		1,117		0		-		-		-		-		-

		2018/07		918,801		102,896,533		0		-		71,199,415		144.52%		91,340		67,966		134.4%		1,127		0		-		-		-		-		-

		2018/08		933,509		104,543,639		0		-		75,557,404		138.36%		90,175		71,798		125.6%		1,159		0		-		-		-		-		-

		2018/09		902,763		101,100,405		0		-		89,716,330		112.69%		87,740		82,737		106.0%		1,152		0		-		-		-		-		-

		2018/10		904,814		101,330,172		0		-		108,372,002		93.50%		87,870		96,758		90.8%		1,153		0		-		-		-		-		-

		2018/11		902,780		101,102,360		0		-		107,716,571		93.86%		87,338		96,159		90.8%		1,158		0		-		-		-		-		-

		2018/12		1,039,580		116,422,613		0		-		108,797,539		107.01%		95,140		96,315		98.8%		1,224		0		-		-		-		-		-

						34,334,314										30,151						1,139

						34,334

		韓国 カンコク

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		6,706,938,740		670,693,874		0		-		680,174,538		98.61%		755,090		803,853		93.9%		888		0		-		-		-		-		-		10

		2018/01		566,061,780		56,606,178		0		-		57,115,579		99.11%		66,453		66,098		100.5%		852		0		-		-		-		-		-

		2018/02		520,514,890		52,051,489		0		-		52,995,374		98.22%		60,381		61,720		97.8%		862		0		-		-		-		-		-

		2018/03		572,189,740		57,218,974		0		-		50,865,872		112.49%		66,336		59,949		110.7%		863		0		-		-		-		-		-

		2018/04		541,064,440		54,106,444		0		-		54,753,092		98.82%		60,522		65,413		92.5%		894		0		-		-		-		-		-

		2018/05		564,352,660		56,435,266		0		-		57,043,792		98.93%		63,559		68,308		93.0%		888		0		-		-		-		-		-

		2018/06		535,459,550		53,545,955		0		-		56,203,125		95.27%		60,112		67,006		89.7%		891		0		-		-		-		-		-

		2018/07		605,035,010		60,503,501		0		-		59,664,308		101.41%		68,244		70,970		96.2%		887		0		-		-		-		-		-

		2018/08		600,337,740		60,033,774		0		-		60,273,538		99.60%		67,212		71,770		93.6%		893		0		-		-		-		-		-

		2018/09		539,093,950		53,909,395		0		-		54,244,144		99.38%		58,602		64,180		91.3%		920		0		-		-		-		-		-

		2018/10		551,903,530		55,190,353		0		-		56,888,227		97.02%		61,414		67,561		90.9%		899		0		-		-		-		-		-

		2018/11		542,895,370		54,289,537		0		-		57,939,978		93.70%		59,548		68,212		87.3%		912		0		-		-		-		-		-

		2018/12		568,030,080		56,803,008		0		-		62,187,509		91.34%		62,707		72,666		86.3%		906		0		-		-		-		-		-

						5,589,116										6,292						888

						5,589

		台湾 タイワン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計				2,971,667,163										4,616,338								0		-		-		-		-		-		28

		2018/04		73,235,984		262,917,183		0		-		251,137,520		104.69%		389,494		407,124		95.7%		675		0		-		-		-		-		-

		2018/05		68,393,158		245,531,437		0		-		257,344,792		95.41%		378,505		388,993		97.3%		649		0		-		-		-		-		-

		2018/06		71,168,994		255,496,688		0		-		254,627,460		100.34%		391,780		386,317		101.4%		652		0		-		-		-		-		-

		2018/07		77,465,930		278,102,689		0		-		291,768,623		95.32%		431,510		435,155		99.2%		644		0		-		-		-		-		-

		2018/08		68,986,210		247,660,494		0		-		279,460,312		88.62%		400,710		422,766		94.8%		618		0		-		-		-		-		-

		2018/09		66,685,851		239,402,205		0		-		209,331,593		114.37%		368,591		319,832		115.2%		650		0		-		-		-		-		-

		2018/10		65,631,275		235,616,277		0		-		262,058,946		89.91%		359,469		395,002		91.0%		655		0		-		-		-		-		-

		2018/11		60,463,169		217,062,777		0		-		238,986,853		90.83%		350,028		358,597		97.6%		620		0		-		-		-		-		-

		2018/12		74,003,339		265,671,987		0		-		270,622,985		98.17%		418,034		405,124		103.2%		636		0		-		-		-		-		-

		2019/01		66,674,732		239,362,288		0		-		229,919,385		104.11%		376,272		353,655		106.4%		636		0		-		-		-		-		-

		2019/02		68,961,950		247,573,401		0		-		271,017,195		91.35%		380,474		385,962		98.6%		651		0		-		-		-		-		-

		2019/03		66,091,849		237,269,738		0		-		236,765,436		100.21%		371,471		349,155		106.4%		639		0		-		-		-		-		-

						8,844,248										13,739						644

						8,844

		ロシア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		249,820,501		489,648,182		0		-		606,340,489		80.75%		619,308		768,902		80.5%		791		0		-		-		-		-		-		7

		2018/01		23,475,281		46,011,550		0		-		37,642,492		122.23%		57,336		48,483		118.3%		802		0		-		-		-		-		-

		2018/02		23,467,768		45,996,825		0		-		41,677,393		110.36%		58,371		53,890		108.3%		788		0		-		-		-		-		-

		2018/03		28,161,829		55,197,185		0		-		55,066,665		100.24%		69,347		70,917		97.8%		796		0		-		-		-		-		-

		2018/04		29,134,888		57,104,380		0		-		51,409,079		111.08%		71,632		65,798		108.9%		797		0		-		-		-		-		-

		2018/05		28,300,303		55,468,594		0		-		51,420,349		107.87%		69,890		66,385		105.3%		794		0		-		-		-		-		-

		2018/06		29,105,898		57,047,559		0		-		51,120,385		111.59%		69,055		62,666		110.2%		826		0		-		-		-		-		-

		2018/07		26,761,752		52,453,033		0		-		47,238,507		111.04%		64,403		59,162		108.9%		814		0		-		-		-		-		-

		2018/08		25,422,365		49,827,835		0		-		46,456,545		107.26%		61,844		62,566		98.8%		806		0		-		-		-		-		-

		2018/09		11,250,390		22,050,764		0		-		56,269,767		39.19%		30,150		69,913		43.1%		731		0		-		-		-		-		-

		2018/10		12,932,184		25,347,080		0		-		59,012,452		42.95%		35,088		73,440		47.8%		722		0		-		-		-		-		-

		2018/11		11,807,845		23,143,376		0		-		56,289,703		41.11%		32,192		69,802		46.1%		719		0		-		-		-		-		-

		2018/12		0		0		0		-		52,737,152		0.00%		0		65,880		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

						6,359,067										8,043						791

						6,359

		中国 チュウゴク

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		253,847,903		4,257,029,327		0		-		4,276,874,170		99.54%		6,629,104		6,377,268		103.9%		642		0		-		-		-		-		-		69

		2018/01		21,499,479		360,546,268		0		-		354,313,915		101.76%		547,348		520,677		105.1%		659		0		-		-		-		-		-

		2018/02		19,902,231		333,760,419		0		-		317,080,764		105.26%		517,272		471,878		109.6%		645		0		-		-		-		-		-

		2018/03		21,157,732		354,815,159		0		-		340,711,334		104.14%		537,201		509,587		105.4%		660		0		-		-		-		-		-

		2018/04		20,238,475		339,399,222		0		-		339,685,662		99.92%		510,965		494,047		103.4%		664		0		-		-		-		-		-

		2018/05		20,188,411		338,559,649		0		-		350,489,524		96.60%		559,414		518,800		107.8%		605		0		-		-		-		-		-

		2018/06		21,499,488		360,546,409		0		-		380,465,857		94.76%		654,384		552,143		118.5%		551		0		-		-		-		-		-

		2018/07		24,090,931		404,004,918		0		-		401,912,616		100.52%		634,219		600,567		105.6%		637		0		-		-		-		-		-

		2018/08		23,709,415		397,606,893		0		-		391,397,135		101.59%		601,990		597,178		100.8%		660		0		-		-		-		-		-

		2018/09		20,247,900		339,557,280		0		-		340,705,766		99.66%		521,964		521,082		100.2%		651		0		-		-		-		-		-

		2018/10		20,449,485		342,937,857		0		-		340,641,385		100.67%		529,361		522,324		101.3%		648		0		-		-		-		-		-

		2018/11		19,610,734		328,872,006		0		-		339,044,797		97.00%		504,097		506,954		99.4%		652		0		-		-		-		-		-

		2018/12		21,253,622		356,423,248		0		-		380,425,416		93.69%		510,889		562,031		90.9%		698		0		-		-		-		-		-

						5,141,340										8,006						642

						5,141

		タイ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		136,089,230		485,838,550		0		-		539,844,041		90.00%		876,307		1,107,020		79.2%		554		0		-		-		-		-		-		22

		2018/01		13,421,005		47,912,987		0		-		40,074,580		119.56%		101,773		76,489		133.1%		471		0		-		-		-		-		-

		2018/02		11,488,032		41,012,276		0		-		37,324,473		109.88%		84,617		71,707		118.0%		485		0		-		-		-		-		-

		2018/03		12,723,835		45,424,091		0		-		42,611,486		106.60%		94,942		86,311		110.0%		478		0		-		-		-		-		-

		2018/04		12,840,018		45,838,865		0		-		45,051,056		101.75%		95,161		92,636		102.7%		482		0		-		-		-		-		-

		2018/05		12,432,458		44,383,875		0		-		37,668,891		117.83%		93,249		81,002		115.1%		476		0		-		-		-		-		-

		2018/06		12,305,931		43,932,174		0		-		45,718,692		96.09%		93,433		93,906		99.5%		470		0		-		-		-		-		-

		2018/07		12,344,254		44,068,987		0		-		46,736,223		94.29%		94,490		97,973		96.4%		466		0		-		-		-		-		-

		2018/08		12,112,614		43,242,032		0		-		48,688,249		88.81%		92,877		100,836		92.1%		466		0		-		-		-		-		-

		2018/09		11,428,445		40,799,549		0		-		49,654,757		82.17%		86,171		101,589		84.8%		473		0		-		-		-		-		-

		2018/10		5,156,638		18,409,197		0		-		46,566,077		39.53%		39,594		96,613		41.0%		465		0		-		-		-		-		-

		2018/11		7,520,459		26,848,037		0		-		46,014,052		58.35%		0		94,430		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

		2018/12		12,315,541		43,966,481		0		-		53,735,506		81.82%		0		113,528		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

						1,840,298										3,319						554

						1,840

		カンボジア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		723,052		80,974,591		0		-		79,876,540		101.37%		174,243		162,171		107.4%		465		0		-		-		-		-		-		1

		2018/01		60,902		6,820,403		0		-		5,835,079		116.89%		16,075		11,579		138.8%		424		0		-		-		-		-		-

		2018/02		54,361		6,087,933		0		-		5,431,325		112.09%		14,896		10,550		141.2%		409		0		-		-		-		-		-

		2018/03		61,330		6,868,311		0		-		6,083,072		112.91%		16,130		11,790		136.8%		426		0		-		-		-		-		-

		2018/04		62,016		6,945,199		0		-		6,234,230		111.40%		15,308		12,235		125.1%		454		0		-		-		-		-		-

		2018/05		55,382		6,202,267		0		-		6,263,222		99.03%		13,486		12,003		112.4%		460		0		-		-		-		-		-

		2018/06		57,645		6,455,609		0		-		6,783,814		95.16%		14,438		13,411		107.7%		447		0		-		-		-		-		-

		2018/07		55,777		6,246,474		0		-		7,030,093		88.85%		13,565		14,230		95.3%		460		0		-		-		-		-		-

		2018/08		61,259		6,860,382		0		-		7,381,441		92.94%		13,868		17,560		79.0%		495		0		-		-		-		-		-

		2018/09		56,863		6,368,142		0		-		6,971,815		91.34%		12,830		16,316		78.6%		496		0		-		-		-		-		-

		2018/10		66,844		7,485,806		0		-		7,285,194		102.75%		15,078		8,131		185.4%		496		0		-		-		-		-		-

		2018/11		61,908		6,933,024		0		-		7,221,156		96.01%		13,870		16,264		85.3%		500		0		-		-		-		-		-

		2018/12		68,765		7,701,041		0		-		7,356,099		104.69%		14,699		18,102		81.2%		524		0		-		-		-		-		-

						6,747,883										14,520						465

						6,748



		フィリピン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		69,533,573		157,145,876		0		-		51,237,143		306.70%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-		1

		2018/01		5,292,606		11,961,289		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/02		5,112,480		11,554,205		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/03		5,498,906		12,427,527		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/04		5,373,300		12,143,657		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/05		5,335,998		12,059,355		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/06		5,364,759		12,124,355		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/07		5,704,955		12,893,197		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/08		5,886,499		13,303,488		0		-		6,529,648		203.74%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/09		5,779,436		13,061,526		0		-		10,703,669		122.03%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/10		6,103,613		13,794,166		0		-		10,936,373		126.13%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/11		7,099,325		16,044,475		0		-		10,674,562		150.31%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/12		6,981,697		15,778,635		0		-		12,392,892		127.32%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

						13,095,490										0						ERROR:#DIV/0!

						13,095



				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン				検算 ケンザン

				アメリカ (本土・ハワイ） ホンド		34,334		30,151		1,139				30,151		0				9364837.1399935

				韓国 カンコク		5,589		6,292		888				6,292		0				16312.6546754795

				台湾 タイワン		8,844		13,739		644				13,739		0

				カンボジア		6,748		14,520		465				14,520		0

				ロシア（持分）		6,359		8,043		791				8,043		0

				中国（持分） チュウゴク モチブン		5,141		8,006		642				8,006		0

				タイ（持分）		1,840		3,319		554				3,319		0



				日本 ニホン		9,364		16,312		574				16,314		(2)



				Overseas Marugame Seimen brand　Basic information						(Monthly data per store)

						Sales
 (1,000 yen)		# of Guests
 (person)		Sales per Guest
 (yen)

				USA		34,334		30,151		1,139

				South Korea		5,589		6,292		888

				Taiwan (ROC)		8,844		13,739		644

				Cambodia		6,748		14,520		465

				Russia<JV>		6,359		8,043		791

				China(PRC) <JV>		5,141		8,006		642

				Thailand <JV>		1,840		3,319		554



				Japan		9,364		16,312		574

				過去データ カコ

				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン

				アメリカ		26,129		27,025		967

				韓国 カンコク		5,290		7,119		743

				台湾 タイワン		11,937		22,143		539

				ロシア（持分）		7,198		9,602		750

				中国（持分） チュウゴク モチブン		7,092		11,545		614

				タイ（持分）		2,457		4,910		500



				日本 ニホン		9,000		16,393		548







				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン

				アメリカ		31,554		31,756		994

				韓国 カンコク		6,005		7,465		804

				台湾 タイワン		16,033		24,226		662

				ロシア（持分）		7,736		10,644		727

				中国（持分） チュウゴク モチブン		8,479		12,302		689

				タイ（持分）		3,160		5,895		536



				日本 ニホン		8,836		16,213		545









Sheet8

		ＢＩ　「月別・日別推移」　→　「当月レート」　は、前月末のレートを採用

		閉店日　＞＝2016/03/31　（3/31以前に閉店した店舗は含まない） 　 開店日　＜＝2015/12/31（12/31以前に開店した店舗を含む）　など　　を選択

		*は取る

		開店、閉店の情報は、右クリックでロックする

		⇒　2016/1/1から03/31まで、ひと月フルで営業していた店舗を対象にしている

		1Q		閉店日　＞＝2019/3/31　		開店日 ＜＝2018/12/31

		2Q		閉店日　＞＝2019/06/30　		開店日 ＜＝2018/12/31

		3Q		閉店日　＞＝2019/09/30　		開店日 ＜＝2018/12/31

		4Q		閉店日　＞＝2019/12/31　		開店日 ＜＝2018/12/31

		※台湾は注意

		※丸亀製麺だけ絞る

		アメリカ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		3,775,772		420,005,085		0		-		305,840,278		137.33%		337,051		275,982		122.1%		1,246		0		-		-		-		-		-		5

		2019/01		1,330,758		146,330,201		0		-		103,856,746		140.90%		119,232		95,555		124.8%		1,227		0		-		-		-		-		-

		2019/02		1,184,941		132,559,354		0		-		96,738,622		137.03%		106,025		86,846		122.1%		1,250		0		-		-		-		-		-

		2019/03		1,260,073		141,115,529		0		-		105,244,911		134.08%		111,794		93,581		119.5%		1,262		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						28,000,339										22,470						1,246

						28,000

		韓国

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		1,580,603,090		158,813,746		0		-		166,848,993		95.18%		168,792		193,299		87.3%		941		0		-		-		-		-		-		10

		2019/01		531,204,040		53,226,645		0		-		56,384,924		94.40%		56,111		66,028		85.0%		949		0		-		-		-		-		-

		2019/02		497,843,510		50,431,548		0		-		53,101,644		94.97%		52,356		60,794		86.1%		963		0		-		-		-		-		-

		2019/03		551,555,540		55,155,554		0		-		57,362,425		96.15%		60,325		66,477		90.7%		914		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						5,293,792										5,626						941

						5,294

		台湾

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		232,899,909		816,303,255		0		-		758,783,227		107.58%		1,329,643		1,181,087		112.6%		614		0		-		-		-		-		-		31

		2019/04		73,674,211		265,227,160		0		-		261,160,848		101.56%		416,169		386,621		107.6%		637		0		-		-		-		-		-

		2019/05		75,733,337		260,522,679		0		-		238,959,394		109.02%		427,957		385,683		111.0%		609		0		-		-		-		-		-

		2019/06		83,492,361		290,553,416		0		-		258,662,985		112.33%		485,517		408,783		118.8%		598		0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

		2020/01																						0		-		-		-		-		-

		2020/02																						0		-		-		-		-		-

		2020/03																						0		-		-		-		-		-

						8,777,454										14,297						614

						8,777

		ロシア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計																						0		-		-		-		-		-		7

		2019/01																						0		-		-		-		-		-

		2019/02																						0		-		-		-		-		-

		2019/03																						0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						0										0						ERROR:#DIV/0!

						0

		中国

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		69,477,772		1,162,673,494		0		-		1,061,504,165		109.53%		1,630,424		1,625,313		100.3%		713		0		-		-		-		-		-		82

		2019/01		24,548,265		406,273,781		0		-		355,683,668		114.22%		572,525		567,131		101.0%		710		0		-		-		-		-		-

		2019/02		20,942,029		354,129,712		0		-		339,296,373		104.37%		481,953		503,492		95.7%		735		0		-		-		-		-		-

		2019/03		23,987,478		402,270,001		0		-		366,524,124		109.75%		575,946		554,690		103.8%		698		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						4,726,315										6,628						713

						4,726

		タイ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		34,435,354		123,136,542		0		-		136,646,473		90.11%		253,698		284,956		89.0%		485		0		-		-		-		-		-		24

		2019/01		11,696,125		41,638,205		0		-		46,666,141		89.23%		86,060		99,389		86.6%		484		0		-		-		-		-		-

		2019/02		10,642,945		38,314,601		0		-		42,171,387		90.85%		78,347		86,202		90.9%		489		0		-		-		-		-		-

		2019/03		12,096,285		43,183,736		0		-		47,808,945		90.33%		89,291		99,365		89.9%		484		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						1,710,230										3,524						485

						1,710

		カンボジア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		212,624		23,661,393		0		-		19,685,795		120.20%		44,272		47,403		93.4%		534		0		-		-		-		-		-		1

		2019/01		70,102		7,708,390		0		-		6,646,907		115.97%		14,847		15,975		92.9%		519		0		-		-		-		-		-

		2019/02		67,257		7,524,062		0		-		6,105,202		123.24%		14,023		14,947		93.8%		537		0		-		-		-		-		-

		2019/03		75,265		8,428,942		0		-		6,933,686		121.57%		15,402		16,481		93.5%		547		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						7,887,131										14,757						534

						7,887



		フィリピン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		63,548,033		143,724,744		0		-		52,754,174		272.44%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-		4

		2019/01		20,170,105		45,181,036		0		-		11,837,618		381.67%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/02		12,739,773		29,301,477		0		-		13,061,748		224.33%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/03		30,638,155		69,242,230		0		-		27,854,807		248.58%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/04														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/05														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/06														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/07														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/08														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/09														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/10														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/11														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/12														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

						11,977,062										0						ERROR:#DIV/0!

						11,977



				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)				検算

				アメリカ (本土・ハワイ）		28,000		22,470		1,246				22,470		0				9364837.1399935

				韓国		5,294		5,626		941				5,626		0				16312.6546754795

				台湾		8,777		14,297		614				14,297		0

				カンボジア		7,887		14,757		534				14,757		0

				ロシア（持分）		0		0		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				中国（持分）		4,726		6,628		713				6,628		0

				タイ（持分）		1,710		3,524		485				3,524		0



				日本		9,813		17,685		555				17,681		4



				Overseas Marugame Seimen brand　Basic information						(Monthly data per store)

						Sales
 (1,000 yen)		# of Guests
 (person)		Sales per Guest
 (yen)

				USA		28,000		22,470		1,246

				South Korea		5,294		5,626		941

				Taiwan (ROC)		8,777		14,297		614

				Cambodia		7,887		14,757		534

				China(PRC) <JV>		4,726		6,628		713

				Thailand <JV>		1,710		3,524		485



				Japan		9,813		17,685		555

				過去データ

				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)

				アメリカ		26,129		27,025		967

				韓国		5,290		7,119		743

				台湾		11,937		22,143		539

				ロシア（持分）		7,198		9,602		750

				中国（持分）		7,092		11,545		614

				タイ（持分）		2,457		4,910		500



				日本		9,000		16,393		548







				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)

				アメリカ		31,554		31,756		994

				韓国		6,005		7,465		804

				台湾		16,033		24,226		662

				ロシア（持分）		7,736		10,644		727

				中国（持分）		8,479		12,302		689

				タイ（持分）		3,160		5,895		536



				日本		8,836		16,213		545









株主還元

				配当の推移

						2012年3月期		2014年
3月期		2015年
3月期		2016年
3月期		2017年
3月期		2018年
3月期		2019年
3月期		2020年
3月期
(予想) ヨソウ

				1株当たりの
年間配当額 ア		15円50銭		8円00銭		10円00銭		24円00銭		26円00銭		26円50銭		1円50銭		12円50銭

				配当性向		19.90%		37.00%		20.50%		19.90%		20.00%		24.68%		24.10%		20.56%



																										株主優待の内容

																										保有株式数		優待内容		継続保有優遇 ケイゾク ホユウ ユウグウ

																										実施回数 ジッシ カイスウ		年2回 ネン カイ		左記に追加 サキ ツイカ		年2回 ネン カイ

																										100株以上～200株未満		4,000円相当の割引券 ワリビキケン				ー

																										200株以上～500株未満		4,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン

																										500株以上～1,000株未満		10,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン

																										1,000株以上		15,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン



				Changes in Dividends

						Year ended March 31, 2012		Year ended March 31, 2014		Year ended March 31, 2015		Year ended March 31, 2016		Year ended March 31, 2017		Year ended March 31, 2018		Year ended March 31, 2019		Year ended March 31, 2020
(estimated)

				Annual dividend per share		15.50yen		8.00yen		10.00yen		24.00yen		26.00yen		26.50yen		1.50yen		12.50yen																Annual dividend per share

				Dividend payout ratio		19.90%		37.00%		20.50%		19.90%		20.00%		20.00%		24.10%		20.56%																Dividend payout ratio



																										Shareholder incentives

																										Number of shares		Incentive		Preferential treatment for continuous holding

																										The number of times		Twice a year		Twice a year						Shareholder incentives

																										100 - 200		4,000 yen value coupon 		Add to left		-				Shareholder incentives

																										200 - 500		4,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 

																										500 - 1,000		10,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 

																										1,000+  		15,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 





丸亀製麺　既存店

																																				Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar

						2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		2018年
3月期 ネン ガツキ		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		10月																												2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月 ガツ		2月		3月		4月 ガツ		5月 ガツ		6月

						FY 2015		FY 2016		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep						FY 2015		FY 2016		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun

						FY 2015		FY 2016		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		FY 2017 		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月						FY 2015		FY 2016		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar

				Net Sales		106.7%		103.8%		104.8%		105.2%		107.0%		110.2%		104.2%		105.1%		100.6%		100.5%		107.6%		103.2%		103.1%		101.1%		104.4%		103.3%		94.4%		97.9%		96.3%		95.2%		92.2%		96.5%		101.8%		96.3%		97.6%		96.8%		99.6%		96.7%		110.1%		105.7%		103.0%		106.2%		111.3%						2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月

				# of guests - Head count		101.8%		103.0%		104.1%		102.5%		102.5%		104.2%		98.6%		101.4%		99.1%		98.6%		101.7%		99.7%		99.5%		98.2%		100.8%		97.6%		91.0%		95.2%		99.8%		97.5%		93.0%		93.9%		99.6%		96.1%		94.9%		96.6%		98.7%		99.0%		122.6%		106.6%		99.3%		104.1%		111.5%				売上 ウリアゲ		106.7%		103.8%		104.4%		103.3%		94.4%		97.9%		96.3%		95.2%		92.2%		96.5%		101.8%		96.3%								97%		110%		106%

				Sales per guest  - Average soend per head		106.7%		100.9%		100.7%		102.6%		104.4%		105.8%		105.7%		103.7%		101.5%		101.9%		105.8%		103.5%		103.7%		102.9%		103.5%		105.8%		103.8%		102.9%		96.5%		97.7%		99.1%		102.8%		102.2%		100.2%		102.9%		100.2%		100.9%		97.7%		89.8%		99.1%		103.7%		101.9%		99.9%				客数 キャクスウ		101.8%		103.0%		100.8%		97.6%		91.0%		95.2%		99.8%		97.5%		93.0%		93.9%		99.6%		96.1%								99%		123%		107%

																																				0%		1.30%		-1.42%		1.31%		2.16%		-3.53%		2.12%		1.36%		-1.32%						-2.1%		0.3%		-2.8%		-1.8%		1.7%		-1.2%		0.6%				客単価 キャクタンカ		106.7%		100.9%		103.5%		105.8%		103.8%		102.9%		96.5%		97.7%		99.1%		102.8%		102.2%		100.2%								98%		90%		99%

																																		売上 ウリアゲ																				97.6%		96.8%		97.4%		97.0%		107.3%		103.9%		104.7%		105.0%		111.9%

																																補正後 ホセイ ゴ		客数 キャクスウ		97.6%		92.3%		93.8%		101.1%		99.7%		89.5%		96.0%		101.0%		94.8%		94.9%		96.6%		96.6%		99.3%		119.8%		104.8%		101.0%		102.9%		112.1%

																																		客単価 キャクタンカ		105.8%		103.8%		102.9%		96.5%		97.7%		99.1%		102.8%		102.2%		100.2%		102.9%		100.2%		100.9%		97.7%		89.8%		99.1%		103.7%		101.9%		99.9%

				Net Sales																																																																						Net Sales

				# of guests - Head count																																																																						# of guests - Head count

				Sales per guest  - Average soend per head																																																																						Sales per guest  - Average soend per head



				売上 ウリアゲ																																																																						売上 ウリアゲ

				客数 キャクスウ																																																																						客数 キャクスウ

				客単価 キャクタンカ																																																																						客単価 キャクタンカ



																																		CM		110.0%		110.4%		79.4%		125.7%		73.0%		93.0%



				売上 ウリアゲ																																																																						売上 ウリアゲ

				客数 キャクスウ																																																																						客数 キャクスウ

				客単価 キャクタンカ																																																																						客単価 キャクタンカ



																																				0.9229357851
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Sheet1

				FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018.2Q

				8,084,319		8,375,678		8,820,127		9,151,859		9,515,486		9,393,999

				8,084		8,376		8,820		9,152		9,515		9,394

												117.7%		112.2%

												1,431

				2013.04-2014.03		2014.04-2015.03		2015.04-2016.03		2016.04-2017.03		2017.04-2018.03		2018.04-2019.03

				2014年
3月期 ネン ガツキ		2015年
3月期 ネン ガツキ		2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		2019年
3月期3Q ネン ガツキ

				8,084,319		8,375,678		8,821,908		9,153,590		9,517,802		9290333.95227737

				8,084		8,376		8,822		9,154		9,518		9,290

												117.7%		114.9%

												1,433,483		1,206,015

				FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018.2Q

				2014年
3月期 ネン ガツキ		2015年
3月期 ネン ガツキ		2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		2019年
3月期3Q ネン ガツキ



2014年	
3月期	2015年	
3月期	2016年	
3月期	2017年	
3月期	2018年	
3月期	2019年	
3月期3Q	8084.3188461100035	8375.6776849462367	8821.9075525010794	9153.5900605864608	9517.8017006252685	9290.3339522773695	

IFRS16

				大きな変更点は、これまでのファイナンス・リースとオペレーティング・リースという分類がなくなり、あらゆるリースが資産計上されることだ。その結果、莫大な金額のリースが企業会計上に表面化することとなる。さらに、損益計算書上では、ほとんどのオペレーティング・リースの初期の影響が大きくなる。つまり、リースの初期費用が上がる。



				2019年の新基準適用以降、上場企業は2017年と18年の財務諸表にさかのぼって新基準適用を求められることとなる。非上場企業に関しても、同様に2018年と19年にさかのぼって適用となる。

				BS												ＰＬ

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				資産 シサン		○						○●				売上 ウリアゲ

				負債 フサイ		○						○●				販管費 ハ				●

																ＥＢＩＴＤＡ

				簿外 ボガイ				●								減価償却 ゲンカ ショウキャク		○						○●

																営業利益 エイギョウ リエキ

																財務費用 ザイム ヒヨウ		○						○●

																税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ





Sheet2

																								（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS（2019/4/1）※												ＰＬ(2019/4/1～2020/3/31)※

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								84,530				売上 ウリアゲ

				リース資産 シサン		5,658										販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン				15,443

				リース負債 フサイ		3,536						82,407				ＥＢＩＴＤＡ

																減価償却 ゲンカ ショウキャク		○						14,584

				簿外 ボガイ				●								営業利益 エイギョウ リエキ

																財務費用 ザイム ヒヨウ		○						498

																税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ



				BS（新規計上額）※ シンキ ケイジョウ ガク

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								78,872

				リース資産 シサン		○

				リース負債 フサイ		○						78,872



				簿外 ボガイ				●

				※IFRS16影響額に関しましては、将来期間の為替レートが不明、減損が未確定、社宅データが最新のものではないなど、

				数値の変動要素はありますので、その点はご留意ください。





Sheet3

																								（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS（2019/4/1）												ＰＬ(2019/4/1～2020/3/31)

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								84,530				売上 ウリアゲ

				リース資産 シサン		5,658										販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン				15,443

				リース負債 フサイ		3,536						82,407				ＥＢＩＴＤＡ

																減価償却 ゲンカ ショウキャク								14,584

				BS（新規計上額） シンキ ケイジョウ ガク												営業利益 エイギョウ リエキ

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン				財務費用 ザイム ヒヨウ								498

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース				税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ

				使用権資産 シヨウケン シサン								78,872

				リース資産 シサン

				リース負債 フサイ								78,872

				※IFRS16影響額に関しましては、将来期間の為替レートが不明、減損が未確定、社宅データが最新のものではないなど、

				数値の変動要素はありますので、その点はご留意ください。





Sheet6

																				（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS期首影響額 キシュ エイキョウガク										ＰＬ影響額(2019/4/1～2019/6/30) エイキョウガク

						旧会計基準(2019/3/31現在) キュウ カイケイ キジュン ゲンザイ		新基準により
追加的に認識(2019/4/1現在) シン キジュン ツイカテキ ニンシキ ゲンザイ		合計 ゴウケイ						旧会計基準 キュウ		IFRS16
影響額 エイキョウガク		新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース

				使用権資産 シヨウケン シサン				78,094		78,094				売上 ウリアゲ		39,212		0		39,212

				有形リース資産(期末帳簿価額) ユウケイ シサン キマツ チョウボ カガク		2,364				2,364				販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン		4,555		-3,735		819

				リース負債 フサイ		3,536		79,928		83,464				ＥＢＩＴＤＡ		3,653		3,624		7,277

				利益剰余金の減少(税効果会計等考慮後) リエキ ジョウヨキン ゲンショウ ゼイ コウカ カイケイ トウ コウリョ ゴ				880		880				減価償却 ゲンカ ショウキャク		1,126		3,624		4,751

														営業利益 エイギョウ リエキ		1,940		111		2,051

														金融費用 キンユウ ヒヨウ		345		124		469

														税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ		1,382		-13		1,369
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3月 ネン ガツ		2020年
3月 ネン ガツ		2021年
3月 ネン ガツ		2022年
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Sheet7

				現状 ゲンジョウ												修正案 シュウセイ アン

						店舗数 テンポ スウ		売上（億円） ウリアゲ オク エン		売上（億円）
/店 ウリアゲ オク エン テン		月商（万円）
/店 ゲツ ショウ マン エン テン						店舗数 テンポ スウ		売上（億円） ウリアゲ オク エン		売上（億円）
/店 ウリアゲ オク エン テン		月商（万円）
/店 ゲツ ショウ マン エン テン

				北米 ホクベイ		1,000		1,000		1.0		833				北米 ホクベイ		1,000		1,000		1.0		833

				中南米 チュウナンベイ		200		100		0.5		417				中南米 チュウナンベイ		200		150		0.8		625

				欧州(+中東） オウシュウ チュウトウ		500		50		0.1		83		⇒		欧州(+中東） オウシュウ チュウトウ		500		350		0.7		583

				アジア		2,300		1,350		0.6		489				アジア		2,000		1,250		0.6		521

				日本 ニホン		2,000		2,500		1.3		1,042				日本 ニホン		2,000		2,000		1.0		833

																　TDJ以外 イガイ		300		250		0.8		694

						6,000		5,000		0.8		694						6,000		5,000		0.8		694
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海外事業セグメント

海外事業セグメント 損益の概況

 売上収益
 アジア地域： 出店および売上好調により10.9億円増加
 アメリカ本土（丸亀製麺） : 出店により6.9億円増加
 MONSTER CURRY ： グループ化により6.3億円増加

 セグメント利益
 アジア地域 : 4.1億円改善
 WOK TO WALK ： 直営店の閉鎖により0.9億円改善

13

（単位 ：百万円）

金額 売上比 前期比 金額 売上比 計画比 金額 売上比

売上収益 16,720 100.0% 112.2% 16,397 100.0% 102.0% 14,906 100.0%

セグメント利益 2,352 14.1% 138.8% 1,889 11.5% 124.5% 1,695 11.4%

前年同期計画第2四半期


2Q



				連結PL (IFRS) レンケツ

						第2四半期 ダイ シハンキ						計画 ケイカク								前年同期 マエ ネン ドウキ キ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネンヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		80,017		100.0%		111.2%		77,748		100.0%		102.9%				71,980		100.0%

				事業利益 ジギョウ リエキ				0.0%		ERROR:#DIV/0!		3,651		4.7%		0.0%						0.0%

				EBITDA				0.0%		ERROR:#DIV/0!		13,793		17.7%		0.0%						0.0%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ				0.0%		ERROR:#DIV/0!		14,093		18.1%		0.0%						0.0%

				営業利益 エイギョウ リエキ		5,084		6.4%		123.3%		3,359		4.3%		151.4%				4,122		5.7%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		4,100		5.1%		99.3%		3,073		4.0%		133.4%				4,127		5.7%

				四半期利益 シハンキ リエキ		2,601		3.3%		89.0%		2,009		2.6%		129.5%				2,923		4.1%				←値張り注意 アタイ バ チュウイ

				親会社の所有者に帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウ キ リエキ				0.0%		ERROR:#DIV/0!		1,948		2.5%		0.0%						0.0%



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		108.5%		47,039		100.0%		104.6%				45,346		100.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%				←　自動リンク ジドウ







				Consolidated PL (IFRS)																												Planned（計画した・された）　

						2Q FY 2019 						2Q FY 2019 (forecast) 								Previous period												一語だけでは違和感がありますがいかがでしょうか

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 				Amount		% to Revenue

				Revenue		80,017		100.0%		111.2%		77,748		100.0%		102.9%				71,980		100.0%										上期計画　H1 2018 (forecast) 

				Contribution margin		0		0.0%		ERROR:#DIV/0!		3,651		5%		0.0%				0		0.0%

				EBITDA		0		0.0%		ERROR:#DIV/0!		13,793		18%		0.0%				0		0.0%

				Adjusted EBITDA		0		0.0%		ERROR:#DIV/0!		14,093		18.1%		0.0%				0		0.0%										売上費　% to Sales 

				Operating profit		5,084		6.4%		123.3%		3,359		4.3%		151.4%				4,122		5.7%

				Profit before tax		4,100		5.1%		99.3%		3,073		4.0%		133.4%				4,127		5.7%										計画比 % to Plan 

				Profit for the year		2,601		3.3%		89.0%		2,009		2.6%		129.5%				2,923		4.1%

				Profit for the year attributable to owners of the parents		0		0.0%		ERROR:#DIV/0!		1,948		2.5%		0.0%				0		0.0%										前年比 YoY



				Marugameseimen segment																												英語では、表記の統一が重要になります。

				Revenue		49,183		100%		108.5%		47,039		100%		104.6%				45,346		100%										Pnanned(FY2018 2Q)

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%										 (2Q 2018) と期が前に来ます。

				Overseas segment																												カッコの前後には半角スペースが必要です。

				Revenue		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%





















4Q1



				連結PL (IFRS) レンケツ

						当期 トウキ										計画 ケイカク								前期 ゼンキ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		進捗率 シンチョク リツ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネンヒ				※値張りがあるので、計算式をチェック アタイ バ ケイサン シキ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		116,504		100.0%		49,660		100.0%		114.5%		112,233		100.0%		103.8%				101,779		100.0%		114.5%

				EBITDA		11,745		10.1%		-		-		-		-		-		-				12,167		12.0%		96.5%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		12,362		10.6%		-		-		96%		14,057		12.5%		87.9%				12,934		12.7%		95.6%

				営業利益 エイギョウ リエキ		7,635		6.6%		4,490		9.0%		88.6%		8,851		7.9%		86.3%				8,619		8.5%		88.6%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		7,175		6.2%		4,380		8.8%		84.8%		8,993		8.0%		79.8%				8,466		8.3%		84.8%

				当期利益 トウキ リエキ		4,663		4.0%		2,800		5.6%		83.5%		5,968		5.3%		78.1%				5,585		5.5%		83.5%				78.1%		※値張り アタイ バ

				親会社の所有者に帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウ キ リエキ		4,665		4.0%		2,810		5.7%		82.8%		5,970		5.3%		78.1%				5,631		5.5%		82.8%				78.1%		※値張り アタイ バ



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		49,660		100.0%		57.5%		89,306		100.0%		55.1%				85,598		100.0%		57.5%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		7,832		6.7%		-		-		-		14,913		-		-				13,674		13.4%		57.3%				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		49,660		100.0%		287.0%		6,876		100.0%		243.2%				5,826		100.0%		287.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		2,352		2.0%		-		-		-		366		-		-				363		0.4%		647.9%				←　自動リンク ジドウ

										　







				Consolidated PL (IFRS)

						FY 2017										FY 2017 Plan								Previous period

						Amount		Ratio to
Revenue		Planned		Ratio to
Revenue		Ratio to
Plannede		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Planned				Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		116,504		100.0%		49,660		100.0%		114.5%		112,233		100.0%		103.8%		0		101,779		100.0%		114.5%

				EBITDA		11,745		10.1%		-		-		-		-		-		-		0		12,167		12.0%		96.5%

				Adjusted EBITDA		12,362		10.6%		-		-		96%		14,057		12.5%		87.9%		0		12,934		12.7%		95.6%

				Operating profit		7,635		6.6%		4,490		9.0%		88.6%		8,851		7.9%		86.3%		0		8,619		8.5%		88.6%

				Profit before tax		7,175		6.2%		4,380		8.8%		84.8%		8,993		8.0%		79.8%		0		8,466		8.3%		84.8%

				Profit for the year		4,663		4.0%		2,800		5.6%		83.5%		5,968		5.3%		78.1%		0		5,585		5.5%		83.5%

				Profit for the year attributable to owners of the parents		4,665		4.0%		2,810		5.7%		82.8%		5,970		5.3%		78.1%		0		5,631		5.5%		82.8%

				Marugameseimen segment

				Revenue		49,183		100.0%		49,660		100.0%		57.5%		89,306		100.0%		55.1%		0		85,598		100.0%		57.5%

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		6.7%		-		-		-		14,913		-		-		0		13,674		13.4%		57.3%

				Overseas segment

				Revenue		16,720		100.0%		49,660		100.0%		287.0%		6,876		100.0%		243.2%		0		5,826		100.0%		287.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		2,352		2.0%		-		-		-		366		-		-		0		363		0.4%		647.9%





4Q



				連結PL (IFRS) レンケツ

						当期 トウキ						計画 ケイカク								前期 マエ ドウキ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		145,022		100.0%		124.5%		144,673		100.0%		100.2%				116,504		100.0%		124.5%

				EBITDA		8,671		6.0%		73.8%		-		-		-				11,745		10.1%		73.8%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		12,402		8.6%		100.3%		-		-		-				12,362		10.6%		100.3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		2,302		1.6%		30.2%		4,710		3.3%		48.9%				7,635		6.6%		30.2%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		1,337		0.9%		18.6%		4,219		2.9%		31.7%				7,175		6.2%		18.6%

				当期利益 トウキ リエキ		221		0.2%		4.7%		3,017		2.1%		7.3%				4,663		4.0%		4.7%				←値張り注意 アタイ バ チュウイ

				親会社の所有者に帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウ キ リエキ		267		0.2%		5.7%		3,105		2.1%		8.6%				4,665		4.0%		5.7%



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		108.5%		47,039		100.0%		104.6%				45,346		100.0%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%		0.0%				←　自動リンク ジドウ







				Consolidated PL (IFRS)																														Planned（計画した・された）　

						FY 2019 						Full -year forecast								FY 2018														一語だけでは違和感がありますがいかがでしょうか

						Millions of yen		Ratio to revenue		YoY change		Millions of yen		Ratio to revenue		Ratio to budget				Millions of yen		Ratio to revenue		YoY change

				Revenue		145,022		100.0%		124.5%		144,673		100.0%		100.2%				116,504		100.0%		124.5%										上期計画　H1 2018 (forecast) 

				EBITDA		8,671		6.0%		73.8%		-		-		-				11,745		10.1%		73.8%

				Adjusted EBITDA		12,402		8.6%		100.3%		-		-		-				12,362		10.6%		100.3%										売上費　% to Sales 

				Operating profit		2,302		1.6%		30.2%		4,710		3.3%		48.9%				7,635		6.6%		30.2%

				Profit before tax		1,337		0.9%		18.6%		4,219		2.9%		31.7%				7,175		6.2%		18.6%										計画比 % to Plan 

				Profit for the year		221		0.2%		4.7%		3,017		2.1%		7.3%				4,663		4.0%		4.7%

				Profit for the year attributable to owners of the parents		267		0.2%		5.7%		3,105		2.1%		8.6%				4,665		4.0%		5.7%										前年比 YoY



				Marugameseimen segment																														英語では、表記の統一が重要になります。

				Revenue		49,183		100%		108.5%		47,039		100%		104.6%				45,346		100%		0.0%										Pnanned(FY2018 2Q)

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%		0.0%										 (2Q 2018) と期が前に来ます。

				Overseas segment																														カッコの前後には半角スペースが必要です。

				Revenue		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%		0.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%		0.0%





















丸亀PL



				※項目　丸亀製麺を更新すれば他のセグメントもリンク コウモク マ コウシン タ																																																				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期 ダイ シハンキ						計画 ケイカク										前年同期 ゼンネン ドウキ																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキ ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキ ヒ																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		108.5%		47,039		100.0%		104.6%		104.6%				45,346		100.0%		108.5%																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%		117.8%				6,595		14.5%		118.8%		1,237																												税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Marugameseimen segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		49,183		100%		108.5%		47,039		100%		104.6%		104.6%				45,346		100%		108.5%										19,324		-		254.5%

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%		117.8%				6,595		14.5%		118.8%										14,576		75.4%		53.7%























とん一PL



																																																								その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				豚屋とん一セグメントPL  ブタ ヤ イチ																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期						計画										前年同期																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		1,827		100.0%		95.5%		1,940		100.0%		94.2%		94.2%				1,913		100.0%		95.5%																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ		55		3.0%		-		29		1.5%		188.2%		-				△ 11		-		-500.0%		66																												税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Butaya tonichi segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		1,827		100.0%		95.5%		1,940		100.0%		94.2%		94.2%				1,913		100.0%		95.5%										19,324		-		9.5%

				Operating profit of Butaya tonichi segment		55		3.0%		-		29		1.5%		2		-				△ 11		-		-500.0%										14,576		75.4%		0.4%























カフェPL



																																																								その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				カフェセグメントPL 																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期						計画										前年同期																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		2,595		100.0%		149.0%		2,278		100.0%		113.9%		113.9%				1,742		100.0%		149.0%																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ		116		4.5%		-		94		4.1%		123.4%		-				69		-		168.1%		47																												税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Butaya tonichi segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		2,595		100.0%		149.0%		2,278		100.0%		113.9%		113.9%				1,742		100.0%		149.0%										19,324		-		13.4%

				Operating profit of Butaya tonichi segment		116		4.5%		-		94		4.1%		1		-				69		-		168.1%										14,576		75.4%		0.8%























海外ＰＬ

				海外事業セグメントＰＬ カイガイ ジギョウ

						第2四半期						計画										前年同期

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%		102.0%				14,906		100.0%		112.2%

				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%		124.5%				1,695		11.4%		138.8%		657







				Overseas segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%		102.0%				14,906		100.0%		112.2%

				Operating profit of Overseas segment		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%		124.5%				1,695		11.4%		138.8%

















店舗数



								2019年
3月末 ネン ガツ マツ		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								出店		退店		2019年
9月末 ネン ガツ マツ

										1Q		2Q		3Q		4Q

				国内 コクナイ				1,103		7		0		-2		-4		36		16		1,123

						内、丸亀製麺 ウチ		817		7				-2		-4		11		4		824

				海外 カイガイ				575		-1				1		1		61		34		602

				合 計 ゴウ ケイ				1,678		6		0		-1		-3		97		50		1,725





								2019
Mar		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								Open		Close		2019
June

										1Q		2Q		3Q		4Q

				Domestic				1,103		7		0		(2)		(4)		36		16		1,123

						Marugame Seimen		817		7		0		(2)		(4)		11		4		824

				Overseas				575		(1)		0		1		1		61		34		602

				Total				1,678		6		0		(1)		(3)		97		50		1,725



















国内店舗数

				国内 コクナイ

				運営業態 ウンエイ ギョウタイ						2019年
3月末 ネン ガツ マツ		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								累計 ルイケイ				2019年
9月末 ネン ガツ マツ

												1Q		2Q		3Q		4Q		出店 シュッテン		退店 タイ テン

				丸亀製麺（うどん） マルガメ セイメン						817		5		1		2		-3		11		4		824

						RS				637		7				-2		-4		4		3		638

						SC				180		-2		1		4		1		7		1		186

				とりどーる（焼き鳥） ヤ トリ						15		-1		-1						0		2		13

				豚屋とん一等（豚カツ・トンテキ） ブタ ヤ イチ トウ トン						53										1		0		54

				丸醤屋（ラーメン） マル ジャン ヤ						11								-1		0		1		10

				長田本庄軒（焼きそば） ナ ヤ						10										2		0		12

				コナズ珈琲等（カフェ） コーヒー トウ						29										4		0		33

				天ぷらまきの（天ぷら定食） テン テン テイショク						11										5		0		16

				晩杯屋（立ち飲み） ※1 バン ハイ ヤ タ ノ						49										0		4		45

				ずんどう屋（ラーメン） ヤ						45										3		0		48

				その他 タ						63		-1				1		1		10		5		68				出店 シュッテン		ヤマキ 7、鳥八代 １、いぶき １、福はうち １ トリ ハチダイ フク

				合 計 ゴウ ケイ						1,103		3		0		3		-3		36		16		1,123				退店 タイテン		Collective 2、麺屋どおり １、ヤマキ ２、 メン ヤ









				Domestic

				Brands						Mar
2019		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								During period				Sep
2019								Roadside locations "roadside"は一語です。

												1Q		2Q		3Q		4Q		Open		Close

				Marugame Seimen (Udon)						817		5		1		2		-3		11		4		824								Mall locations/Shopping center locaitons

						Roadside locations				637		7		0		-2		-4		4		3		638

						Shopping center locaitons				180		-2		1		4		1		7		1		186								ショッピングセンターは固有名詞ではないので

				Toridoll (Yakitori)						15		-1		-1		0		0		0		2		13								最初だけ大文字です。

				Butaya Tonichi （Tonkatsu,tonteki）						53		0		0		0		0		1		0		54								とんいちの表記の揺らぎを統一する必要があります

				Marushoya (Ramen)						11		0		0		0		-1		0		1		10

				Nagatahonjoken (Yakisoba)						10		0		0		0		0		2		0		12

				Kona's CoffeeRoasted（Cafe）						29		0		0		0		0		4		0		33

				Makino（Tenpura）						11		0		0		0		0		5		0		16

				Banpaiya (Standing Bar)						49		0		0		0		0		0		4		45

				Zundoya (Ramen)						45		0		0		0		0		3		0		48

				Others						63		-1		0		1		1		10		5		68

				Total						1,103		3		0		3		-3		36		16		1,123























海外店舗数

						海外 カイガイ

						業態 ギョウタイ		運営形態 ウンエイ ケイタイ		持分
比率 モチブン ヒリツ		エリア		直営 チョクエイ								FC								総合計 ソウ ゴウケイ

														2019年 ネン		通期累計 ツウキ ルイ ケイ				2019年 ネン		2019年 ネン		通期累計 ツウキ ルイ ケイ				2019年 ネン

														3月末 ガツ マツ		出店 シュッテン		退店 シリゾ ミセ		9月末 ガツ マツ		3月末 ガツ マツ		出店 シュッテン		退店 シリゾ ミセ		9月末 ガツ マツ

						丸亀製麺 マルガメ セイメン		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		6		2		0		8		0		0		0		0		8

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		韓国 カンコク		6		0		-1		5		4		0		0		4		9

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		90%		台湾 タイワン		30		1		0		31		0		0		0		0		31

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		65%		カンボジア		2		0		-1		1		0		2		0		2		3

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		タイ		19		0		0		19		0		0		0		0		19

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		37%		中国 チュウゴク		76		9		-10		75		5		0		0		5		80		(丸亀製麺等） マルガメ セイメン トウ

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		33%		シンガポール		3		0		0		3		0		0		0		0		3

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		インドネシア		0		0		0		0		51		7		-1		57		57

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		ベトナム		0		0		0		0		10		0		0		10		10

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		オーストラリア		0		0		0		0		2		2		0		4		4

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		フィリピン		0		0		0		0		4		3		0		7		7

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		ロシア		0		0		0		0		6		1		0		7		7		⇒　次回より「ロイヤリティ収入」に変更 ジカイ シュウニュウ ヘンコウ

						譚仔雲南米線		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		中国(香港） チュウゴク ホンコン		53		2		0		55		0		0		0		0		55

						譚仔三哥米線		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		中国(香港） チュウゴク		54		4		0		58		0		0		0		0		58

						MONSTER CURRY		連結子会社 レンケツ コガイシャ		70%		シンガポール		13		0		0		13		0		0		0		0		13

						Wok to Walk		連結子会社 レンケツ コガイシャ		60%		欧州等 オウシュウ トウ		2		0		-2		0		101		11		-6		106		106		←将来的にはエリア別記載とChill Chillの分離を検討 ショウライテキ ベツ キサイ ブンリ ケントウ

						Boat Noodle等 トウ		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		49%		マレーシア等 トウ		65		3		-10		58		6		3		0		9		67		←ＦＣ：インドネシア、ブルネイ、シンガポール

						Boat Noodle		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		ミャンマー		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Shoryu（昇龍） ショウリュウ		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		39%		イギリス		11		0		0		11		0		0		0		0		11

						Poke		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		アメリカ等 トウ		32		0		-1		31		7		11		0		18		49

						とん一 イチ		連結子会社 レンケツ コガイシャ		90%		台湾 タイワン		4		0		-2		2		0		0		0		0		2

						Tokyo Table		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		1		0		0		1		0		0		0		0		1		←Saly Papa含む フク

						Crackin' Kitchen等 トウ		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						合　計 ア ケイ								379		21		-27		373		196		40		-7		229		602



						Overseas

						Brands		Units		Shareholding ratio		Area		 Own stores								FC								Total										3Q FY2017

														2019		FY2019				2019		2019		FY2019				2019												Open　Openings

														Mar		Openings		Closures		Sep		Mar		Openings		Closures		Sep												Close　Closures

						Marugame Seimen		Subsidiaries		100%		USA		6		2		0		8		0		0		0		0		8										Direct operation → Own stores

								Subsidiaries		100%		Korea		6		0		-1		5		4		0		0		4		9										Investment ratio → Shareholding ratio

								Subsidiaries		90%		Taiwan		30		1		0		31		0		0		0		0		31										Operation form → Units

								Subsidiaries		65%		Cambodia		2		0		-1		1		0		2		0		2		3										JVs → Joint ventures

								JVs		40%		Thailand		19		0		0		19		0		0		0		0		19

								JVs		37%		China		76		9		-10		75		5		0		0		5		80		(丸亀製麺等） マルガメ セイメン トウ								Zundouya は海外では　Zund　でしょうか

								JVs		33%		Singapore		3		0		0		3		0		0		0		0		3										また雲南ヌードルの社名も英語にしてください

								FCs		-		Indonesia		0		0		0		0		51		7		-1		57		57										Tam Jai Yunnan Mixian  

								FCs		-		Vietnam		0		0		0		0		10		0		0		10		10										Tam Jai Sam Gor Mixian

								FCs		-		Australia		0		0		0		0		2		2		0		4		4

								FCs		-		Philippines		0		0		0		0		4		3		0		7		7

								FCs		-		Russia		0		0		0		0		6		1		0		7		7										FCS → Franchise stores

						Tam Jai Yunnan Mixian  		Subsidiaries		100%		China		53		2		0		55		0		0		0		0		55

						Tam Jai Sam Gor Mixian		Subsidiaries		100%		China		54		4		0		58		0		0		0		0		58

						MONSTER CURRY		Subsidiaries		70%		Singapore		13		0		0		13		0		0		0		0		13

						Wok to Walk		Subsidiaries		60%		Europe, etc		2		0		-2		0		101		11		-6		106		106

						Boat Noodle, etc		JVs		49%		Malaysia, etc		65		3		-10		58		6		3		0		9		67		←将来的にはエリア別記載とChill Chillの分離を検討 ショウライテキ ベツ キサイ ブンリ ケントウ

						Boat Noodle		JVs		40%		Myanmar		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Shoryu		JVs		39%		UK		11		0		0		11		0		0		0		0		11

						Poke		JVs				USA, etc		32		0		-1		31		7		11		0		18		49

						Ton-ichi		Subsidiaries		90%		Taiwan		4		0		-2		2		0		0		0		0		2

						Tokyo Table		Subsidiaries		100%		USA		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Crackin' Kitchen		Subsidiaries		100%		USA		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Total								379		21		-27		373		196		40		-7		229		602







販管費

						↓　値張り アタイ バ																				Dec
2016		Increase of COGS ratio		Increase of labor cost ratio		Decrease of utitily cost ratio		Increase of Advertising cost ratio		Decrease of other cost ratio		Dec
2017						Outsourced expenses cost ratio

				IFRS																				A		0.0%		6.1%		5.2%		5.2%		5.37%		5.373%		0.0%						4.68%

						当期 トウ キ		前期 ゼン キ		当期 トウ キ		前期 ゼン キ												B		6.6%		0.5%		1.0%		0.3%		0.1%		0.1%		5.5%						0.7%

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		84,611,870,484		76,410,732,534		100.0%		100.0%								6.63%								7.1%		6.2%		5.5%		5.60%		5.47%								6.29%

				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		22,114,638,095		19,597,952,094		26.1%		25.6%		0.49%		0.5%				0.49%																		-0.003%

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		62,497,232,389		56,812,780,440		73.9%		74.4%		-0.49%		-0.5%				0.95%						12.63%												11.38%

				人件費 ジンケンヒ		25,998,829,075		22,750,669,742		30.7%		29.8%		0.95%		1.0%				-0.30%

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		5,600,694,221		5,285,510,882		6.6%		6.9%		-0.30%		-0.3%				0.11%

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		3,008,620,794		2,630,257,849		3.6%		3.4%		0.11%		0.2%				0.30%

				外部委託費 ガイブ イタク ヒ		1,204,491,635		556,939,561		1.4%		0.7%		0.69%		0.9%

				減価償却 ゲンカ ショウキャク		2,822,536,290		2,630,600,253		3.3%		3.4%		-0.11%		0.1%

				非経常的費用項目 ヒ ケイジョウ テキ ヒヨウ コウモク						0.0%		0.0%		0.00%		0.0%

				その他経費 タ ケイヒ		20,280,276,639		18,621,209,302		24.0%		24.4%		-0.40%		-0.4%

				販管費合計 ハンカンヒ ゴウケイ		56,092,912,364		49,844,587,336		66.3%		65.2%		1.06%		1.1%

				減損損失 ゲンソン ソンシツ		197,019,359		174,192,361		0.2%		0.2%		0.00%		0.0%

				その他の営業収益		209,974,802		373,096,998		0.2%		0.5%		-0.24%		-0.2%

				その他の営業費用		290,358,876		182,532,680		0.3%		0.2%		0.10%		0.1%

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,126,916,592		6,984,565,061		7.2%		9.1%		-1.90%		-1.9%

				金融収益		214,537,303		158,888,535		0.3%		0.2%		0.05%		0.0%

				金融費用		204,615,613		209,755,449		0.2%		0.3%		-0.03%		-0.0%

				持分法による投資損益		(45,923,735)		32,780,539		-0.1%		0.0%		-0.10%		-0.1%

				税引前利益-IFRS		6,090,914,547		6,966,478,686		7.2%		9.1%		-1.92%		-1.9%



				EBITDA		9,029,836,956		9,424,600,996		10.7%		12.3%		-1.66%		-1.7%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		9,625,721,108		9,650,528,423		11.4%		12.6%		-1.25%		0.1%





				※アウトラインの資料は＋－がややこしいので、アウトラインと違う資料をもらうこと！ シリョウ チガ シリョウ



						当期 トウ キ				前期 ゼン キ

				売上収益-IFRS		84,611,870,484				76,410,732,534

				売上原価-IFRS		22,114,638,095		26.1%		19,597,952,094		25.6%		0.5%

				売上総利益-IFRS		62,497,232,389		73.9%		56,812,780,440		74.4%		-0.5%

				役員報酬		108,250,002		0.1%		96,300,000		0.1%		0.0%

				従業員給与手当		4,251,910,385		5.0%		3,264,218,911		4.3%		0.8%

				従業員賞与		294,363,696		0.3%		347,556,450		0.5%		-0.1%

				従業員賞与引当金繰入額		263,711,252		0.3%		178,669,616		0.2%		0.1%

				アルバイト料		18,107,580,347		21.4%		16,321,483,339		21.4%		0.0%

				法定福利費		1,892,859,523		2.2%		1,521,885,102		2.0%		0.2%

				厚生費		273,222,179		0.3%		236,219,611		0.3%		0.0%

				退職給付費用		149,941,697		0.2%		133,743,809		0.2%		0.0%

				研修費		91,559,816		0.1%		53,362,661		0.1%		0.0%

				株式報酬費用		54,682,240		0.1%		61,835,720		0.1%		-0.0%

						25,998,829,075		30.7%		22,750,669,742		29.8%		1.0%

				減価償却費(販管)		2,822,536,290		3.3%		2,630,600,253		3.4%		-0.11%

				地代家賃		8,669,876,965		10.2%		7,984,604,610		10.4%		-0.20%

				電気料金		3,114,409,866		3.7%		2,811,307,132		3.7%		0.00%

				ガス料金		604,463,439		0.7%		521,485,071		0.7%		0.03%

				水道料金		1,861,837,616		2.2%		1,932,147,803		2.5%		-0.3%

						5,600,694,221		6.6%		5,285,510,882		6.9%		-0.3%

				備品消耗品費		1,536,121,739		1.8%		1,423,941,890		1.9%		-0.0%

				厨房備品食器費		616,137,407		0.7%		622,442,100		0.8%		-0.1%

				炭代		19,983,300		0.0%		20,570,876		0.0%		-0.0%

				被服費		310,825,129		0.4%		273,273,775		0.4%		0.0%

				開店時経費		250,779,337		0.3%		163,398,764		0.2%		0.1%

				定期メンテナンス費		476,580,650		0.6%		390,988,628		0.5%		0.1%

				保守点検料		2,054,919		0.0%		354,650		0.0%		0.0%

				警備料		595,671,384		0.7%		551,618,341		0.7%		-0.0%

				求人広告費		510,747,938		0.6%		535,394,523		0.7%		-0.1%

				支払手数料		657,366,431		0.8%		473,775,940		0.6%		0.2%

				荷造費		1,896		0.0%				0.0%		0.0%

				運搬費		964,386		0.0%				0.0%		0.0%

				リース・賃借料		26,867,764		0.0%		13,271,124		0.0%		0.0%

				外部委託費		1,204,491,635		1.4%		556,939,561		0.7%		0.7%												Dec
2016		Increase of COGS ratio		Increase of labor cost ratio		Decrease of utitily cost ratio		Increase of Advertising cost ratio		Decrease of other cost ratio		Dec
2017

				寄付金		15,017,016		0.0%		6,152,671		0.0%		0.0%												0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.00%		0.000%		0.0%

				衛生管理費		692,339,799		0.8%		609,215,331		0.8%		0.0%

				塵芥料		530,476,058		0.6%		504,529,603		0.7%		-0.0%												H29.3期
3Q キ		売上
原価率
の増加 ウリアゲ ゲンカ リツ ゾウカ		人件費率
の増加 ジンケンヒ リツ ゾウカ		水道
光熱費率
の減少 スイドウ コウネツヒ リツ ゲンショウ		広告宣伝費率
の増加 コウコク センデンヒ リツ ゾウカ		その他
経費率
の増加 タ ケイヒ リツ ゾウカ		H30.3期
3Q キ						外部委託費
の増加 ガイブ イタク ヒ ゾウカ

				お客様対応費		14,658,964		0.0%		13,904,231		0.0%		-0.0%

				商品開発費		48,854,784		0.1%		28,088,380		0.0%		0.0%

				業態開発費		7,795,434		0.0%		9,889,498		0.0%		-0.0%

				広告宣伝費		3,008,620,794		3.6%		2,630,257,849		3.4%		0.1%

				福利厚生費(販管)		1,296,795		0.0%				0.0%		0.0%

				接待交際費		85,773,510		0.1%		94,771,534		0.1%		-0.0%

				会議費		20,621,775		0.0%		13,479,002		0.0%		0.0%																悪化 アッカ		改善 カイゼン

				旅費交通費		641,341,918		0.8%		514,056,094		0.7%		0.1%														12.6%						12.6%

				通信費		406,286,357		0.5%		402,376,664		0.5%		-0.0%												原価 ゲンカ				0.5%				12.1%

				事業税等		4,283,742		0.0%				0.0%		0.0%												人件費 ジンケンヒ				1.0%				11.2%

				租税公課		383,083,463		0.5%		721,992,640		0.9%		-0.5%												水道光熱費 スイドウ コウネツヒ						0.3%		11.5%

				修繕費		1,010,202,596		1.2%		817,273,886		1.1%		0.1%												広告宣伝費 コウコク センデンヒ				0.1%				11.3%

				保険料		141,634,593		0.2%		117,153,401		0.2%		0.0%												外部委託費 ガイブ イタク ヒ				0.7%				10.6%

				貸倒引当金繰入額(販管)				0.0%		0		0.0%		0.0%																				10.6%

				のれん償却額				0.0%		0		0.0%		0.0%

				雑費		315,321,537		0.4%		240,056,292		0.3%		0.1%														11.4%						0.8%

				為替換算誤差		(4,495,999)		-0.0%		0		0.0%		-0.0%

				販売費及び一般管理費-IFRS		56,092,912,364		66.3%		49,844,587,336		65.2%		1.1%

				減損損失(特別)		197,019,359		0.2%		174,192,361		0.2%		0.0%

				減損損失-IFRS		197,019,359		0.2%		174,192,361		0.2%		0.0%

				受取協賛金		28,347,221		0.0%		7,182,014		0.0%		0.0%

				受取給付金				0.0%		18,631,066		0.0%		-0.0%

				受取保険金		8,389,093		0.0%		20,827,797		0.0%		-0.0%

				受取地代家賃		39,790,668		0.0%		29,405,074		0.0%		0.0%

				店舗閉鎖損失引当金戻入益		3,024,900		0.0%		42,842,250		0.1%		-0.1%

				その他の営業外収益		129,591,887		0.2%		103,524,768		0.1%		0.0%

				その他特別利益		831,033		0.0%		150,684,029		0.2%		-0.2%

				負ののれん償却額				0.0%		0		0.0%		0.0%

				その他の営業収益-IFRS		209,974,802		0.2%		373,096,998		0.5%		-0.2%

				固定資産除却損（営業外）		189,939,267		0.2%		63,302,783		0.1%		0.1%

				固定資産売却損(特別)		1,891,623		0.0%		5,436,180		0.0%		-0.0%

				固定資産除却損(特別)		15,054,213		0.0%		1,613,675		0.0%		0.0%

				その他の営業外費用		81,259,435		0.1%		30,858,047		0.0%		0.1%

				その他特別損失		2,214,338		0.0%		81,321,995		0.1%		-0.1%

				その他の営業費用-IFRS		290,358,876		0.3%		182,532,680		0.2%		0.1%

				営業利益-IFRS		6,126,916,592		7.2%		6,984,565,061		9.1%		-1.9%

				受取利息		111,269,374		0.1%		132,166,662		0.2%		-0.0%

				受取配当金		0		0.0%		1,082,988		0.0%		-0.0%

				為替差益		102,406,861		0.1%		25,243,762		0.0%		0.1%

				貸倒引当金戻入額		861,068		0.0%		395,123		0.0%		0.0%

				金融収益-IFRS		214,537,303		0.3%		158,888,535		0.2%		0.0%

				支払手数料（営業外）		176,301		0.0%				0.0%		0.0%

				支払利息及び割引料		204,439,312		0.2%		209,738,516		0.3%		-0.0%

				投資有証評価損(特別)				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替差損		0		0.0%		0		0.0%		0.0%

				貸倒引当金繰入額(営業外)				0.0%		16,933		0.0%		-0.0%

				金融費用-IFRS		204,615,613		0.2%		209,755,449		0.3%		-0.0%

				金融収益・費用純額-IFRS		9,921,690		0.0%		(50,866,914)		-0.1%		0.1%

				持分法による投資利益		0		0.0%		32,780,539		0.0%		-0.0%

				持分法による投資損失		45,923,735		0.1%		0		0.0%		0.1%

				持分法による投資損益-IFRS		(45,923,735)		-0.1%		32,780,539		0.0%		-0.1%

				税引前利益-IFRS		6,090,914,547		7.2%		6,966,478,686		9.1%		-1.9%

				法人税、住民税及び事業税		2,268,587,516		2.7%		2,404,932,387		3.1%		-0.5%

				法人税等調整額		(168,234,397)		-0.2%		(125,953,201)		-0.2%		-0.0%

				法人所得税費用-IFRS		2,100,353,119		2.5%		2,278,979,186		3.0%		-0.5%

				当期利益-IFRS		3,990,561,428		4.7%		4,687,499,500		6.1%		-1.4%

				少数株主損益		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				少数株主損益(控除)		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				当期利益(計)		3,976,600,697		4.7%		4,703,918,074		6.2%		-1.5%

				少数株主損益(加算)		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				少数株主損益調整前当期純利益2		3,990,561,428		4.7%		4,687,499,500		6.1%		-1.4%

				為替換算調整勘定-期首調整				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定-増減		(24,512,511)		-0.0%		(673,794,264)		-0.9%		0.9%

				為替換算調整勘定-組替調整額				0.0%		(8,967,051)		-0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定-換算調整		190,918,936		0.2%		(222,390,934)		-0.3%		0.5%

				為替換算調整勘定-税効果				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定		166,406,425		0.2%		(905,152,249)		-1.2%		1.4%

				在外営業活動体の換算差額-IFRS		166,406,425		0.2%		(905,152,249)		-1.2%		1.4%

				為替換算調整勘定-持分損益		60,941,835		0.1%		(655,780,616)		-0.9%		0.9%

				持分法適用会社に対する持分相当額		60,941,835		0.1%		(655,780,616)		-0.9%		0.9%

				その他の包括利益合計-IFRS		227,348,260		0.3%		(1,560,932,865)		-2.0%		2.3%

				包括利益-IFRS		4,217,909,688		5.0%		3,126,566,635		4.1%		0.9%

				親会社株主に係る包括利益		4,138,526,729		4.9%		3,251,408,331		4.3%		0.6%

				為替換算調整勘定-少持損益		65,422,228		0.1%		(108,423,122)		-0.1%		0.2%

				少数株主に係る包括利益		79,382,959		0.1%		(124,841,696)		-0.2%		0.3%

				資本剰余金期首残高		4,007,005,257		4.7%		3,946,667,082		5.2%		-0.4%

				資本剰余金期首残高計		4,007,005,257		4.7%		3,946,667,082		5.2%		-0.4%

				新株式発行高		0		0.0%				0.0%		0.0%

				ストックオプション行使		46,021,543		0.1%		61,421,483		0.1%		-0.0%

				子会社増加増加高(CS)		0		0.0%		580,547,721		0.8%		-0.8%

				持分増加増加高(CS)				0.0%		(580,547,721)		-0.8%		0.8%

				資本剰余増加(その他)				0.0%		(7,179,474)		-0.0%		0.0%

				資本剰余金増加額計		46,021,543		0.1%		54,242,009		0.1%		-0.0%

				資本剰余金期末残高計		4,053,026,800		4.8%		4,000,909,091		5.2%		-0.4%

				利益剰余金期首残高		25,668,638,036		30.3%		21,218,844,514		27.8%		2.6%

				利益剰余金期首調整額		144,544,938		0.2%		0		0.0%		0.2%

				利益剰余金期首残高計		25,813,182,974		30.5%		21218844514		27.8%		2.7%

				当期利益計		3,976,600,697		4.7%		4,703,918,074		6.2%		-1.5%

				子会社増加増加高(SS)		0		0.0%		-8607819577		-11.3%		11.3%

				子会社減少増加高(SS)		310		0.0%				0.0%		0.0%

				持分増加増加高(SS)				0.0%		8607819577		11.3%		-11.3%

				利益剰余金増加額計		3,976,601,007		4.7%		4703918074		6.2%		-1.5%

				支払配当金(前期分)		0		0.0%		1		0.0%		-0.0%

				支払配当金(期末)		1,127,884,966		1.3%		1039355784		1.4%		-0.0%

				子会社増加減少高(SS)		0		0.0%				0.0%		0.0%

				子会社減少減少高(SS)		3,106,557		0.0%		0		0.0%		0.0%

				持分減少減少高(SS)		0		0.0%		0		0.0%		0.0%

				利益剰余金減少額計		1,130,991,523		1.3%		1039355785		1.4%		-0.0%

				利益剰余金期末残高計		28,658,792,458		33.9%		24883406803		32.6%		1.3%



























































































































































A	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	0	6.1414073879174302E-2	5.1884232756536808E-2	5.18	84232756536808E-2	5.3728542335630798E-2	5.3728542335630798E-2	0	B	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	6.6298074929537765E-2	4.8840010503634623E-3	9.5298411226374946E-3	2.9795907585764281E-3	1.1352811794824377E-3	1E-3	5.4763246846318239E-2	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	1	





丸亀製麺　販管費

				2017.06		原価率 ゲンカ リツ		人件費率 ジンケンヒ		水道光熱費率 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費率 コウコク センデンヒ		その他経費率 タ ケイヒ		2018.06

				丸亀製麺 マ

				June
2017		COGS ratio		labor cost ratio		utitily cost ratio		Advertising cost ratio		other cost ratio		June
2018

						15.80%		15.10%		15.00%		15.00%		15.20%

				16.10%		0.30%		0.70%		0.10%		0.70%		0.50%		15.20%



				June
2017		COGS ratio		labor cost ratio		utitily cost ratio		Advertising cost ratio		other cost ratio		June
2018

						2.800%		2.100%		2.000%		2.000%		2.200%

				3.100%		0.30%		0.70%		0.10%		0.70%		0.50%		2.200%





				連結 レンケツ

				H29.03		原価 ゲンカ		人件費 ジンケンヒ		水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費 コウコク センデンヒ		その他経費 タ ケイヒ		H30.03

						24.80%		24.80%		25.50%

				26.50%		1.70%		0.70%		0.40%		0.00%		0.30%		24.20%



				H29.03		原価 ゲンカ		人件費 ジンケンヒ		水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費 コウコク センデンヒ		その他経費 タ ケイヒ		H30.03

						-0.200%		-0.200%		0.500%

				1.500%		1.70%		0.70%		0.40%						-0.800%

				Mar
2017		COGS ratio		labor cost ratio		utitily cost ratio		Advertising cost ratio		other cost ratio		Mar
2018						Outsourced expenses cost ratio

				0		150		250		100

				150		100		50		200		100



0	150	250	100	150	100	50	200	100	June	
2017	COGS ratio	labor cost ratio	utitily cost ratio	Advertising cost ratio	other cost ratio	June	
2018	2.7999999999999997E-2	2.0999999999999991E-2	1.999999999999999E-2	1.999999999999999E-2	2.1999999999999992E-2	June	
2017	COGS ratio	labor cost ratio	utitily cost ratio	Advertising cost ratio	other cost ratio	June	
2018	3.1E-2	3.0000000000000001E-3	7.0000000000000001E-3	1E-3	7.0000000000000001E-3	5.0000000000000001E-3	2.1999999999999992E-2	

海外概況

				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				アジア		台湾		出店拡大中		商品・マーケティング施策の強化により、直近では既存店前年比で前年を上回る月もある。経営体制を再整備し、更なる事業拡大に必要な体制を構築中。豚カツ業態も4店舗運営。 ショウヒン シサク キョウカ チョッキン キゾン テン ゼンネン ゼンネン ウワマワ ツキ ケイエイ タイセイ サイセイビ サラ ジギョウ カクダイ ヒツヨウ タイセイ コウチク ナカ		3,200百万 / 390百万  ヒャク マン ヒャクマン

						韓国		収益改善中		2018年に大幅な不採算店舗を閉店したことにより収益基盤が強化。今後は既存店の収益性の強化を図り、全社黒字を目指す。 ネン オオハバ フサイサン テンポ ヘイテン シュウエキ キバン キョウカ コンゴ キゾン テン シュウエキセイ キョウカ ハカ ゼンシャ クロジ メザ		550百万 / 5百万  ヒャク マン ヒャクマン						韓国				2018年に大幅な不採算店舗を閉店したことにより収益基盤が強化。2019年は既存店の収益性の強化を行い、全社黒字を目指す。 ネン オオハバ フサイサン テンポ ヘイテン シュウエキ キバン キョウカ ネン キゾン テン シュウエキセイ キョウカ オコナ ゼンシャ クロジ メザ

						中国		出店拡大中		北京、上海、香港などの大都市での展開に力点をおいて展開中。試験的に地方都市にも出店していたが、日本食に対して市場が未成熟であったこともあり苦戦。不採算店舗は閉鎖し、今後は十分な市場のある大都市にフォーカスする。 ペキン シャンハイ ホンコン ダイトシ テンカイ リキテン テンカイチュウ シケンテキ チホウ トシ シュッテン ニホンショク タイ シジョウ ミセイジュク クセン フサイサン テンポ ヘイサ コンゴ ジュウブン シジョウ ダイトシ								中国				北京、上海、香港などの大都市での展開に力点をおいて展開中。試験的に地方都市にも出店をしていたが、日本食に対して市場が未成熟であったこともあり、不採算店舗は閉鎖し、今後は十分な市場のある大都市にフォーカスする。 ペキン シャンハイ ホンコン ダイトシ テンカイ リキテン テンカイチュウ シケンテキ チホウ トシ シュッテン ニホンショク タイ シジョウ ミセイジュク フサイサン テンポ ヘイサ コンゴ ジュウブン シジョウ ダイトシ

						香港（雲南） ホンコン ウンナン				現在「譚仔雲南米線」「譚仔三哥米線」を計105店舗(12月末現在)を展開。香港で雲南ヌードル業態のシェアは7割と圧倒的なブランド力を誇る。
2社を統合管理するCEO、CFOをはじめ、マネジメント層を採用し 　グループ会社としてのガバナンス強化および更なる成長を実現する 　ための経営強化を図っている 。
現在はトリドールHDと協力しながらさらなるブランド強化のための施策やノウハウの伝承を実施中。将来的には、香港国内において150～160店舗体制を目指す。 ガツマツ リョク シサク デンショウ ジッシ チュウ タイセイ		3390百万 / 560百万  ヒャク マン ヒャクマン										2社を統合管理するCEO、CFOをはじめ、マネジメント層を採用し 　グループ会社としてのガバナンス強化および更なる成長を実現する 　ための経営強化を図っている 

				東南アジア トウナン		タイ 		収益改善中		店舗段階のEBITDAが平均で15%前後、25％前後の店舗が多数あり比較的堅調に推移している。不採算店舗の整理や本部費の合理化を図り、収益強化を図っている。								タイ 				店舗段階のEBITDAが平均で15%前後、25％前後の店舗が多数あり比較的堅調に推移している。不採算店舗の整理や本部費の合理化を図り、収益強化を図っている。 テンポ ダンカイ ヘイキン ゼンゴ ゼンゴ テンポ タスウ ヒカクテキ ケンチョウ スイイ フサイサン テンポ セイリ ホンブ ヒ ゴウリカ ハカ シュウエキ キョウカ ハカ

						インドネシア		出店拡大中		ジャカルタにおける主要モールを中心に丸亀製麺を展開すると共に、更なる拡大を狙い地方都市での拡大を図っている。顧客層の拡大も視野に入れたエクスプレス店の導入も検討中で、2025年までに100店舗展開を目指す。 コキャクソウ カクダイ シヤ イ テン ドウニュウ ケントウチュウ ネン テンポ テンカイ メザ				 				インドネシア				ジャカルタにおける主要モールを中心に丸亀製麺を展開すると共に、更なる拡大を狙い地方都市での拡大を図っている。顧客層の拡大も視野に入れたエクスプレス店の導入も検討中で、2025年までに100店舗展開を目指す。 コキャクソウ カクダイ シヤ イ テン ドウニュウ ケントウチュウ ネン テンポ テンカイ メザ

						ベトナム		収益改善中		ホーチミンの既存店の収益性向上に向け注力。実験店舗にて様々な施策を実施し、横展開を進める。加えて、ハノイ、ハイフォンなどの北部地域でサブフランチャイズでの出店を予定。 キゾン テン シュウエキセイ コウジョウ ム チュウ チカラ ジッケン テンポ サマザマ シサク ジッシ ヨコ テンカイ スス クワ ホクブ チイキ シュッテン ヨテイ								ベトナム				2019年はホーチミンの既存店の収益性の改善に力を入れる。実験店舗を導入し、様々な施策を実施、横展開を進めていく。加えて、ハノイ、ハイフォンといった北部地域でサブフランチャイズにて2-3店舗の出店を予定。 ネン キゾン テン シュウエキセイ カイゼン チカラ イ ジッケン テンポ ドウニュウ サマザマ シサク ジッシ ヨコ テンカイ スス クワ ホクブ チイキ テンポ シュッテン ヨテイ



				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				東南アジア トウナン		カンボジア		収益改善中		既存レギュラー店の収益が向上し、前年比で約110％の伸びを示している。直営店に加え、フランチャイズ加盟店の出店立地も確定しており、プノンペンにおける更なる展開が予定されている。郊外向けの新業態（丸亀製麺）も展開しており、より広範囲に展開できるよう模索中。		80百万 / △21百万  ヒャク マン ヒャクマン						カンボジア				既存レギュラー店の収益が向上し、前年比で約110％の伸びを示している。直営店に加え、フランチャイズ加盟店の出店立地も確定しており、プノンペンにおける更なる展開が予定されている。郊外向けの新業態（丸亀製麺）も展開しており、より広範囲に展開できるよう模索中。 キゾン テン シュウエキ コウジョウ ゼンネンヒ ヤク ノ シメ チョクエイ テン クワ カメイ テン シュッテン リッチ カクテイ サラ テンカイ ヨテイ コウガイ ム シンギョウタイ マルガメ セイメン テンカイ コウハンイ テンカイ モサクチュウ

						マレーシア
（ Boat Noodle 、他） ホカ		出店拡大中		主力業態であるBoatNoodleに力点を置いて展開中。マレーシア国内でBoatNoodleのみで50店舗（過去2年間で約40店舗の開店）を展開しており、現地で認知度の高いブランドとして成長している。
店舗段階のみならず、全社でもEBITDA20%を超える好業績で、今後の更なる発展が期待される。国外の展開も進み、ブルネイ、ミャンマー、インドネシア、シンガポールに出店済み。更なる進出に向けて取り組み中。								マレーシア
（ Boat Noodle 、他） ホカ				主力業態であるBoatNoodleに力点を置いて展開中。マレーシア国内でBoatNoodleのみで50店舗（過去2年間で約40店舗の開店）を展開しており、現地で認知度の高いブランドとして成長している。
店舗段階のみならず、全社でもEBITDA20%を超える好業績で、今後の更なる発展が期待される。国外の展開も進み、ブルネイ、ミャンマー、インドネシア、シンガポールに出店済み、更なる進出に向けて取り組み中。 シュリョク ギョウタイ リキテン オ テンカイチュウ コクナイ テンポ カコ ネンカン ヤク テンポ カイテン テンカイ ゲンチ ニンチド タカ セイチョウ テンポ ダンカイ ゼンシャ コ コウギョウセキ コンゴ サラ ハッテン キタイ コクガイ テンカイ スス シュッテン ズ サラ シンシュツ ム ト ク チュウ

						フィリピン				フランチャイズとして丸亀製麺１号店を2017年8月、2号店を2018年2月、3号店を同年8月、4号店を11月にをオープンしたが、いずれも好業績を維持。
今後は更なる拡大を狙いマニラ地域での出店を加速していく予定。 ゴウテン ネン ガツ ゴウ テン ドウ ネン ガツ ス ギョウセキ イジ コンゴ								フィリピン				2018年11月に4号店をオープンしたが、どの店舗も業績好調で年換算1,000万円以上の売上を誇る。2019年は更なる拡大を狙いマニラ地域での出店を加速していく予定。4月以降の出店攻勢で年間7店舗出店を目指す。 ネン ガツ ゴウテン テンポ ギョウセキ コウチョウ トシ カンサン マンエンイジョウ ウリアゲ ホコ ネン サラ カクダイ ネラ チイキ シュッテン カソク ヨテイ ガツ イコウ シュッテン コウセイ ネンカン テンポ シュッテン メザ

						ミャンマー
（Boat Noodle）				現地飲食最大手のYKKO社と合弁会社を設立し、２０１７年１０月よりBoatNoodle業態をフランチャイズで展開。これまでミャンマーにはないオシャレな空間と食事を楽しめるお店として受け入れられ、賑わいを見せている。現状、２店舗のオープンを目指している。								ミャンマー
（Boat Noodle）				現地飲食最大手のYKKO社と合弁会社を設立し、２０１７年１０月よりBoatNoodle業態をフランチャイズで展開。これまでミャンマーにはないオシャレな空間と食事を楽しめるお店として受け入れられ、賑わいを見せている。現状、２店舗のオープンを目指している。 カイシャ ゲンジョウ

						シンガポール
（丸亀製麺） マ				中国合弁を介してシンガポールにて3店舗出店。賃料は高いものの、認知拡大を目的に代表的なモールへ出店をしている。認知浸透と共に収益性も向上しており、当面は3店舗に集中して足場を固める方針。 リョウ セイ								シンガポール
（丸亀製麺） マ				中国合弁を介してシンガポールにて3店舗出店。家賃は高いものの、認知拡大を目的に代表的なモールへの出店をしている。認知浸透と共に収益も向上しており、当面は3店舗に集中して足場を固める方針。 チュウゴク ゴウベン カイ テンポ シュッテン ヤチン タカ ニンチ カクダイ モクテキ ダイヒョウテキ シュッテン ニンチ シントウ トモ シュウエキ コウジョウ トウメン テンポ シュウチュウ アシバ カタ ホウシン

						シンガポール
（MONSTER CURRY）				シンガポール国内で11店舗を展開中（2018年12月末現在）。シンガポールの日本式カレー市場で圧倒的なシェアNO.1を獲得している。
現在はトリドールHDと協働しながら、さらなる強みの強化とトリードールHDが所有する店舗運営ノウハウの継承を実施中。今後は、シンガポールの日本式カレー市場におけるポジショニングをさらに強化し、2025年までに20店体制を目指す。 コンゴ タイセイ メザ								シンガポール
（MONSTER CURRY）				現在、モンスターカレーはシンガポール国内で11店舗を展開中（2018年12月末現在）。「モンスターカレー」はシンガポールの日本式カレー市場で圧倒的なシェアNO.1を獲得している。現在はトリドールHDと協働しながら、さらなるモンスターカレーの強みの強化とトリードールが所有する店舗運営のノウハウの継承を実施中。これらを組み合わせることで、シンガポールの日本式カレー市場におけるモンスターカレーのポジショニングをさらに強化し、2025年までに20店に増やす。 ゲンザイ コクナイ テンポ テンカイチュウ ネン ガツ マツ ゲンザイ シジョウ ゲンザイ キョウドウ ツヨ キョウカ ショユウ ケイショウ ジッシチュウ ク ア ニホンシキ シジョウ キョウカ



				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				アメリカ		TDC（Tokyo Ｔable) 		－		1号店アーバイン店は世界でも上位の高い売上を堅持し、安定的な黒字体質。
2号店アルハンブラ店を業態転換した”日本の洋食”を軸にした新業態"Saly papa"は客数は確保するも客単価の向上に苦戦。		780百万 / △280百万  ヒャク マン ヒャクマン						TDC（Tokyo Ｔable) 		－		1号店アーバイン店は世界でも上位の高い売上を堅持し、安定的な黒字体質。2号店アルハンブラ店を業態転換した”日本の洋食”を軸にした新業態"Saly papa"は客数は確保するも客単価の向上に苦戦。撤退の方向性で検討をしている ケンジ アンテイテキ クロジタイシツ ギョウタイ テンカン シン キャクスウ カクホ キャクタンカ コウジョウ クセン テッタイ ホウコウセイ ケントウ

						丸亀製麺		本土一号店出店		ハワイWaikikki店は依然好調を維持　世界トップの売上を誇る（最高日商も更新）。
2017年9月にオープンしたロサンゼルス・Sawtelle店、2018年1月にオープンのサンフランシスコ・Stonestown店はさらなる改善が進み、売上が伸張。3号店がLA・ビバリーヒルズ店舗はモールの集客が鈍化しており店舗モデルの構築に苦戦。また、2018年12月に4号店がグレンデールにオープンし、米国では初の丸亀フードコートモデルの構築に取り組んでいる。 ネン ガツ		ハワイ
830百万 / 120百万
本土：軽微                  ホンド ケイビ						丸亀製麺		本土一号店出店		ハワイWaikikki店は依然好調を維持　世界トップの売上を誇る（最高日商も更新）。
2017年9月にオープンしたロサンゼルス・Sawtelle店、2018年1月にオープンのサンフランシスコ・Stonestown店はさらなる改善が進み、売上が伸張。3号店がLA・ビバリーヒルズ店舗はモールの集客が鈍化しており店舗モデルの構築に苦戦。また4号店のグレンデールがオープンし、米国では初の丸亀フードコートモデルの構築に取り組む サイコウ ニッショウ コウシン テン テン カイゼン スス ウリアゲ シンチョウ テンポ シュウキャク ドンカ テンポ コウチク クセン ゴウテン ベイコク ハツ マルガメ コウチク ト ク

						CRACKIN’KITCHEN		出店準備中		ハワイ店は依然好調を維持　世界１、２位の売上を誇る。2018年3月LAに本土１号店メニュー改善やマーケ施策が結果に結びつかず、閉店。		590百万 / 70百万  ヒャク マン ヒャクマン						CRACKIN’KITCHEN		出店準備中		ハワイ店は依然好調を維持　世界１、２位の売上を誇る。2018年3月LAに本土１号店メニュー改善やマーケ施策が結果に結びつかず、閉店 テン ネン ホンド ゴウテン カイゼン シサク ケッカ ムス ヘイテン

						POKE				2018年8月に出資を完了し提携開始。10-12月にかけて積極的に新店をオープンし、現在は32店舗体制に。2019年も約30店舗(すべてFC)の出店を計画中。品質保証や購買面で、トリドールHDのノウハウ移管を検討している。 タイセイ								POKE				2018年8月に出資を完了し提携開始。10-12月にかけて積極的に新店をオープンし、現在は30店舗強に。2019年も約30店舗(すべてFC)の積極出店を計画中。品質保証や購買面で、トリドールHDのノウハウ移管を検討している ネン ガツ シュッシ カンリョウ テイケイ カイシ セッキョクテキ ゲンザイ テンポ キョウ セッキョク シュッテン ケイカクチュウ ケントウ

				イギリス		Shoryu		出店拡大中		引き続きロンドンでのドミナント展開を進める。唯一の郊外店であるマンチェスター店とオクスフォード店は賃料や物流費などのコストカットを実施中。
単価を抑えたラーメンのほか、焼きそば・カツカレーなどの新メニューを導入。また、グデタマなどキャラクターを使用した販促のほか、店外からの視認性を高める施策など、集客に向けた取り組みも実施しており、全体として成果が出ている。								Shoryu				引き続きロンドンでのドミナント展開を進める。唯一の郊外店であるマンチェスター店とオクスフォード店は賃料や物流費などのコストカットを実施中。
商品は単価を抑えたラーメンや、グデタマなどキャラクターを使用した販促、焼きそばやカツカレーなどの新メニューを導入。店外からの視認性を高める施策など、集客に向けた取り組みも実施しており、全体として成果が出ている。 テンカイ ユイイツ コウガイ テン テン テン チンリョウ ブツリュウ ヒ ジッシ チュウ ショウヒン タンカ オサ シヨウ ハンソク ヤ シン ドウニュウ テン ガイ シニンセイ タカ シサク シュウキャク ム ト ク ジッシ ゼンタイ セイカ デ

				ロシア		丸亀製麺		収益改善中		2020年12月期より、合弁を解消し、全店FC化。これにより資金の外部調達も可能になり、モスクワにてFC、サブFC店の展開を画策、積極的な出店と既存店強化を目論む。
今後は、収益拡大とともにこれまで出店のなかった立地への新規出店を行い、店舗数の拡大を予定している。						ロシア		丸亀製麺		収益改善中		2020年12月期より、合弁を解消し、全店FC化。これにより資金の外部調達も可能になり、モスクワにてFC、サブFC店の展開を画策、積極的な出店と既存店強化を目論む。今後は、収益拡大とともに、ロシアにおけるTier oneモールからの誘いもある中で、これまで出店のなかった立地への新規出店を行い、店舗数の拡大を予定している。日本からのサポート方法についても、引き続き検討。 ネン ガツキ ゴウベン カイショウ ゼンテン カ シキン ガイブチョウタツ カノウ ミセ テンカイ カクサク セッキョクテキ シュッテン キョウカ モクロ コンゴ シュウエキカクダイ サソ ナカ シュッテン リッチ シンキ シュッテン オコナ テンポスウ カクダイ ヨテイ ニホン ホウホウ ヒ ツヅ ケントウ

				その他 タ		ＷＯＫ ＴＯ ＷＡＬＫ		出店拡大中		フランスにおける大型契約を含む複数のフランチャイジーが存在することにより、フランチャイズビジネスは堅調に推移し、順調に店舗数を拡大している。
苦戦中の米国での直営店は具材やオペレーションの見直しを行った。		軽微 ケイビ						ＷＯＫ ＴＯ ＷＡＬＫ				フランスにおける大型契約を含む複数のフランチャイジーが存在することにより、フランチャイズビジネスは堅調に推移し、順調に店舗数を拡大している。
苦戦中の米国での直営店は具材やオペレーションの見直しを行った。 ソンザイ ケンチョウ スイイ ジュンチョウ テンポ スウ カクダイ クセン チュウ ベイコク チョクエイテン グザイ ミナオ オコナ



				Area		Country/Brand		Status		Outline		PL Contribution (last year)
Sales / Segment profit

				Asia		Taiwan (ROC)		出店拡大中		Improves personnel system for staff sufficiency. Opening new stores. Operating 4 Tonkatsu stores.		3,200 mil. / 390 mil.

						S. Korea		収益改善中		Main stores keep good. Opening new stores.		350mil. / 5mil.

						China (PRC)		出店拡大中		Keeps good. Sales in coast cities (e.g., Shanghai) are nice. Currently 85 stores. "Hakatan-maru" ramen brand develops.

						Hong Kong (Yunnan)				Grouped in Feb-2018. Currently operating "Tam Chai Yunnan Noodle" and "TamJai SamGor Rice Noodle" stores (109 in total). 70% market share of Yunnan Noodle in Hong Kong. To open new stores in Hong Kong.		3390mil. / 560mil.

						Thailand		収益改善中		Management enhancement brings big profit improvement through 1) profit improvement of Existing Stores, 2) development of small stores (good sales with low initial costs), and 3) customization of HQ costs. To keep stable profits.

						Indonesia		出店拡大中		Develops Marugameseimen stores mainly in major Shopping Centers in Jakarta. Also examines other big cities. Marugame Seimen brand is Halal approved, and popular among local Muslims.				 

						Vietnam		Profit being improved		Saves opening stores in 2017 for yearly profit by improving organization system and management system.  To achieve monthly profits. Examines sub-franchising for further business expansion.

						Cambodia		Profit being improved		Sales of Existing Stores improved a lot. Portable stall type stores (with small initial costs) contribute to profit.  Launches new brand for casual Japanese foods in Feb. 2018, targeting wider range of market.		80mil. / △21mil.

						Malaysia
(Boat Noodle, Others)		Opening new stores		Operating approx. 70 stores of "Boat Noodle" and "CillCill" brands. Expanding with profits. Accelerating franchising in other countries such as Brunei, Indonesia, Myanmar and Singapore. Planning to expand to other countries.

						Philippines				Opens 1st Marugameseimen store in Aug-2017 and 2nd in Feb-2018 (both FC). Keep good. 4 more stores scheduled. Swift business expansion expected.

						Myanmar
(Boat Noodles)				Establishes JV company with YKKO (biggest local restaurant company), and franchises Boat Noodle brand since Oct. 2017. Widely accepted as uniquely fashionable restaurant with fun to eat. 2nd store to open.



				Area		Country/Brand		Status		Outline		PL Contribution (last year)
Sales / Segment profit

				USA		TDC (Tokyo Table)		New store to open		1st store in Irvine keeps good. One of world top sales/profits stores in Toridoll Group, whereas 2nd store in Alhambra is in tough. To change to "Western Japanese" like brand for profit improvement.		780mil. / △28mil.0 

						Marugame Seimen		New store to open		Waikiki Shop keeps good. World top 1-2 sales in Toridoll Group.  1st store in mainland opened in Sawtelle, LA in Sep. 2017.  2nd store in Stonestown, SF started with good launch in Jan. 2018 (same sales level as Waikiki Shop for the first weekend).  3rd store in Shopping Center around Beverly Hills to open.		Hawaii
830mil. / 120mil.
Main Land：small                 

						CRACKIN'KITCHEN		New store to open		Keeps good. World Top 1-2 sales in Toridoll Group.  Opens 1st in mainland store in LA in Mar. 2018.		140mil. / 5mil. 

				UK		Sakagura		-		Opens 1st store in November 2016. Introduced collaboration menus between Bent Box and Shoryu Ramen, and charbroil steaks and tempuras. Lava Plate stake from 2018 beginning becomes popular. Lower pricing contributes guest count (wider customer range) and sales. Keeps marketing measures (e.g.,  via SNS, Restaurant Week and Japanese Sake events) for brand awareness .

						Shoryu		Opening new stores		Some stores are in top sales group. Strategic dominance in London. Local cities to be only in Manchester and  Oxford. To improve profitability. New stores being prepared.

				Italy		Tokyo Table, Others		-		Opens "Bottega del Ramen" in Feb. and "Tokyo Table" in Mar, 2017.  "Bottega del Ramen" achieved monthly profit. "Tokyo table" marks record high in monthly sales for consecutive 2 months. Still not profit for whole business unit, and more sales necessary. Both stores to introduce new menus for summer. Expanding sales by delivery through Uber-eat and Deliveroo.		small

				Russia		Marugame Seimen				4 direct-operation stores and 3 FC stores in Moscow. Achieved all stores in the black. To develop more stores (especially in food court) as well as keeping stable profits.

				Others		WOK TO WALK		Opening new stores		Store aggressively expanding to 93 (including 3 direct-operation stores in US) after grouped. FC contracts in India, Israel, and newly Malta and Oman. Opens 1st direct-operation store In US in Feb, 2nd in Jul and 3rd store in Dec. 2017. Exploring other counties for FCs.		small





M&A　PMI

				ブランド		概要 ガイヨウ		PMIの状況 ジョウキョウ

				晩杯屋 バ		大衆酒場「晩杯屋」等を東京都内で運営するアクティブソース社の株式を取得（80.3%）しグループ会社化		・モデル店舗における丸亀製麺のノウハウを生かしたオペレーションの改善
・パート・アルバイト採用強化の仕組み導入、社内独立制度を含めた新人事制度の構築
・採用費や消耗品費など、グループ単価を採用することによる経費削減
・店舗タイプ別のスクリーニング要件、出店計画の策定、物件取得サポートの実施 フク シン ジンジ セイド コウチク ブッケン シュトク ジッシ				募集10人→100人規模に
物件情報が豊富　出店の精度が向上　投資検証表の活用など ボシュウ ニン ニン キボ ブッケン ジョウホウ ホウフ シュッテン セイド コウジョウ トウシ ケンショウ ヒョウ カツヨウ

				ずんどう屋 ヤ		主に関西において、とんこつラーメン店の「ずんどう屋」を運営するZUND社の株式を取得（80%）しグループ会社化		・モデル店舗におけるコンセプトのブラッシュアップと丸亀製麺のノウハウを生かしたオペレーションの改善
・当社ノウハウを活用した、採用における掲載媒体最適化の仕組み導入
・採用費や消耗品費など、グループ単価を採用することによる経費削減
・当社新店開発部による勝ちパターンの分析、優先出店エリアの決定　
・人事制度（賞与制度等）の再構築 トウ シャ

				「譚仔雲南米線」/「譚仔三哥米線」		スパイシー麺の人気チェーン店「譚仔雲南米線」および「譚仔三哥米線」の運営会社の株式をそれぞれ100%取得		・グループ会社としてのガバナンス強化及びトップマネジメント採用等、 　更なる成長を実現するための経営強化
・店舗、セントラルキッチンおよびバックオフィスにおける業務の整備
・華南地域を中心とした中国全土進出についても初期調査を開始







				Area		Country/Brand		Outline













BS

				連結BS (IFRS) レンケツ

						当期 トウ キ				前期末 ゼンキ マツ

						金額 キンガク		構成比 コウセイヒ		金額 キンガク		構成比 コウセイヒ		増減 ゾウゲン

				資産合計 シサン ゴウケイ		203,327		100.0%		117,833		100.0%		85,494

				流動資産 リュウドウ シサン		30,835		15.2%		21,752		18.5%		9,083

				非流動資産 ヒ リュウドウ シサン		172,491		84.8%		96,081		81.5%		76,410

				負債資本合計 フサイ シホン ゴウケイ		203,327		100.0%		117,833		100.0%		85,494

				負債合計 フサイ ゴウケイ		168,983		83.1%		82,830		70.3%		86,153

				（うち、有利子負債） ユウ リシ フサイ		149,030		73.3%		62,674		53.2%		86,356

				流動負債 リュウドウ フサイ		41,164		20.2%		25,953		22.0%		15,211

				非流動負債 ヒ リュウドウ フサイ		127,819		62.9%		56,878		48.3%		70,941

				資本合計 シホン ゴウケイ		34,343		16.9%		35,003		29.7%		△ 660						※値張り アタイ バ

				（うち、親会社の所有者） オヤガイシャ ショユウシャ		33,334		16.4%		33,979		28.8%		△ 645						※値張り アタイ バ



				ネット有利子負債/調整後EBITDA ユウ リシ フサイ チョウセイ ゴ		17.3				3.9				-







				Consolidated BS (IFRS)										(unit: Million yen)

						This period				End of previous year

						Amount		Ratio		Amount		Ratio		Difference

				Total assets		203,327		100.0%		117,833		100.0%		85,494						Including interest-bearing liabilities 

				Current assets		30,835		15.2%		21,752		18.5%		9,083						bearingの bと eの間のスペースを消してください

				Non-current assets		172,491		84.8%		96,081		81.5%		76,410						その下のliabilites、attributable にも不必要なスペースが見える気が

				Total liabilities and equity		203,327		100.0%		117,833		100.0%		85,494						するのですが大丈夫でしょうか

				Liabilities		168,983		83.1%		82,830		70.3%		86,153

				(Including interest-bearing liabilities)		149,030		73.3%		62,674		53.2%		86,356

				Current liabilities		41,164		20.2%		25,953		22.0%		15,211

				Non-current liabilities		127,819		62.9%		56,878		48.3%		70,941

				Total equity		34,343		16.9%		35,003		29.7%		△ 660

				(Equity attributable to 
owners of  the parent)		33,334		16.4%		33,979		28.8%		△ 645



				Net interest-bearing liabilities / Adjusted EBITDA 		17.3				3.9				-



















































CF

						連結CF (IFRS) レンケツ

								当期 トウ キ		前年同期 ゼンネン ドウキ		増減 ゾウゲン

						営業活動による
キャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		7,141		2,101		5,040

						投資活動による
キャッシュ・フロー トウシ カツドウ		△ 3,324		△ 2,489		△ 835

						財務活動による
キャッシュ・フロー ザイム カツドウ		5,091		4,296		795

						現金および現金同等物の
期末残高 ゲンキン ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		23,160		18,693		4,467







						Consolidated CF (IFRS)						(unit: Million yen)

								This period		Previous period		Difference								異なるフォントとサイズの混在

						Cash flows from operating activities		7,141		2,101		5,040								Cash flows from operating activities

						Cash flows from investing activities		△ 3,324		△ 2,489		△ 835								Cash flows from investing activities

						Cash flows from financing activities		5,091		4,296		795								Cash flows from financing activities

						Cash and cash equivalents at the end of the period		23,160		18,693		4,467								Cash and cash equivalents at the end of the period





業績予想



				連結PL (IFRS) レンケツ																								↓を更新 コウシン

						2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ				元予算 モト ヨサン										入力欄 ニュウリョク ラン		入力欄 ニュウリョク ラン

						連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ		連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								連結 レンケツ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		156,790		100.0%		145,022		100.0%		108.1%						109,660				通期				65,690,884		58,889,250

				事業利益 ジギョウ リエキ				0.0%				0.0%		ERROR:#DIV/0!

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		28,400		18.1%		12,402		8.6%		229.0%						14,042				修正予算 シュウセイ ヨサン

				営業利益 エイギョウ リエキ		5,464		3.5%		2,302		1.6%		237.4%						8,830				112,233				48,928,713		44,533,959

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		4,840		3.1%		1,337		0.9%		362.0%						8,850				28,854				5,885,933		3,572,111

				当期利益 トウキ リエキ		2,712		1.7%		221		0.2%		1227.3%						5,740				83,379				5,697,788		3,475,218

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		2,589		1.7%		267		0.2%		969.6%						5,714				33,900				2,134,985		1,016,223

																								7,488

				丸亀製麺セグメントPL マルガメ セイメン		2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ										11,401

				売上収益		93,944		100.0%		49,183		100.0%		191.0%						ERROR:#REF!				3,804

				セグメント利益 リエキ		12,831		13.7%		7,832		15.9%		163.8%

																				ERROR:#REF!				16,537

				海外事業セグメントPL		2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ										73,130

				売上収益		32,915		100.0%		16,720		100.0%		196.9%						ERROR:#REF!				1,400

				セグメント利益 リエキ		3,789		11.5%		2,352		14.1%		161.1%						ERROR:#REF!				233

																								231

																								8,851

																								14,057

																								278

				Consolidated PL (IFRS)																				257				↓を更新 コウシン

						FY 2018				FY 2017				YoY										4,490				入力欄 ニュウリョク ラン		入力欄 ニュウリョク ラン

						連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ		連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								連結 レンケツ				121

				Revenue		156,790		100.0%		145,022		100.0%		108.1%						109,660				8,993				65,690,884		58,889,250



				Adjusted EBITDA		28,400		18.1%		12,402		8.6%		229.0%						14,042				3,025

				Operating profit		5,464		3.5%		2,302		1.6%		237.4%						8,830				5,968				48,928,713		44,533,959

				Profit before tax		4,840		3.1%		1,337		0.9%		362.0%						8,850				5,970				5,885,933		3,572,111

				Profit for the year		2,712		1.7%		221		0.2%		1227.3%						5,740				-197.5%				5,697,788		3,475,218

				Profit for the year attributable to owners of the parent		2,589		1.7%		267		0.2%		969.6%						5,714								2,134,985		1,016,223

				Marugame Seimen
segment		FY 2018				FY 2017				YoY

				Revenue		93,944		100.0%		49,183		100.0%		191.0%						ERROR:#REF!								Segment profit

				Segment profit 		12,831		13.7%		7,832		15.9%		163.8%						ERROR:#REF!								Ratio to prev. period = YoY



				Overseas segment		FY 2018				FY 2017				YoY

				Revenue		32,915		100.0%		16,720		100.0%		196.9%						ERROR:#REF!

				Segment profit 		3,789		11.5%		2,352		14.1%		161.1%						ERROR:#REF!

























Sheet5



				連結PL (IFRS) レンケツ																																修正 シュウセイ		年初予算 ネンショ ヨサン

						上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ						上期計画 カミキ ケイカク		当初計画 トウショ ケイカク		売上収益 ウリア シュウエキ		56,195		56,195

作成者: 開示用の数字丸め有り

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								売上原価 ウリアゲ ゲンカ		14,451		14,572

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		80,017		100.0%				76,773		100.0%		77,627		100.0%		△ 854				156,790		100.0%				53,465				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		41,744		41,623

作成者: 開示用の数字丸め有り


				営業利益 エイギョウ リエキ		5,084		6.4%				380		0.5%		3,940		5.1%		△ 3,560				5,464		3.5%				4,400				人件費　　計 ジンケンヒ ケイ		16,774		16,908

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		4,100		5.1%				740		1.0%		3,754		4.8%		△ 3,014				4,840		3.1%				4,120				水光熱費　計 スイ コウネツヒ ケイ		3,689		3,589

				当期利益 トウキ リエキ		2,601		3.3%				111		0.1%		2,579		3.3%		△ 2,468				2,712		1.7%				2,690				地代家賃		5,699		5,826

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		0		0.0%				2,589		3.4%		2,838		3.7%		△ 249				2,589		1.7%				2,681				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		1,957		2,102

																																		その他一般管理費計 タ イッパン カンリヒ ケイ		8,048		7,851

				丸亀製麺セグメント マルガメ セイメン		上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ										販売費及び一般管理費合計		36,167		36,276

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								減損損失 ゲンソン ソンシツ		1,218		1,030

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%				43,717		100.0%		45,813		100.0%		△ 2,096				92,900		100.0%				43,559		89,372		その他の営業収入 タ エイギョウ シュウニュウ		117		261

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%				5,333		12.2%		6,478		14.1%		△ 1,145				13,165		14.2%				7,023		13,501		その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		41		150

作成者: 開示用の数字丸め有り


				海外事業セグメント カイガイ ジギョウ		上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ										営業利益（損失）		4,430		4,430

作成者: 開示用の数字丸め有り


						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								調整後EBITDA チョウセイゴ		7,681		7,449

作成者: 開示用の数字丸め有り


				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%				16,139		100.0%		16,566		100.0%		△ 427				32,859		100.0%				3458				金融収益 キンユウ シュウエキ		109		86

作成者: 開示用の数字丸め有り


				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%				1,734		10.7%		2,099		12.7%		△ 365				4,086		12.4%				271				金融費用 キンユウ ヒヨウ		123		29

作成者: 開示用の数字丸め有り


																																						

作成者: 開示用の数字丸め有り		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		経常利益（損失） ケイジョウ リエキ ソンシツ		4,490		4,490

				Consolidated PL (IFRS)																														持分法投資損益 モチブン ホウ トウシ ソンエキ		163		243

						FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017										税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		4,578		4,730

作成者: 開示用の数字丸め有り


						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue								法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		1,626		1,680

作成者: 開示用の数字丸め有り


				Revenue		80,017		100.0%				76,773		100.0%		77,627		100.0%		△ 854				156,790		100.0%								当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,953		3,050

作成者: 開示用の数字丸め有り


				Operating profit		5,084		6.4%				380		0.5%		3,940		5.1%		△ 3,560				5,464		3.5%								親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウ シャ		2,964		3,033

作成者: 開示用の数字丸め有り


																																						

作成者: 開示用の数字丸め有り
		Profit before tax		4,100		5.1%				740		1.0%		3,754		4.8%		△ 3,014				4,840		3.1%								非支配持分 ヒ シハイ モチブン		(11)		17

				Profit for the year		2,601		3.3%				111		0.1%		2,579		3.3%		△ 2,468				2,712		1.7%

				Profit for the year attributable to owners of the parent		0		0.0%				2,589		3.4%		2,838		3.7%		△ 249				2,589		1.7%								Profit for the year attributable to owners of the parent 

																																		parents のsはいらないようです

				Marugame Seimen 
segment		FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017

						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue								フォントとフォントサイズの混在

				Revenue		49,183		100.0%				43,717		100.0%		45,813		100.0%		△ 2,096				92,900		100.0%

				Operating profit of 
Marugame Seimen segment		7,832		15.9%				5,333		12.2%		6,478		14.1%		△ 1,145				13,165		14.2%								Segment profit

				Overseas 
segment		FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017										Ratio to prev. period = YoY

						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue

				Revenue		16,720		100.0%				16,139		100.0%		16,566		100.0%		△ 427				32,859		100.0%								% to revenue のeの切り方がおかしいので

				Operating profit of 
Marugame Seimen segment		2,352		14.1%				1,734		10.7%		2,099		12.7%		△ 365				4,086		12.4%								フォントサイズあるいは列の幅を変える必要があります





































出店計画

																										AS

								出店		退店		2020年
3月末 ネン ガツ マツ		投資額
（概算　百万円） トウシ ガク ガイサン ヒャクマンエン				2019年
3月 ネン ガツ														2020年3月期 ネン ガツキ		2021年3月期 ネン ガツキ		2022年3月期 ネン ガツキ		2023年3月期 ネン ガツキ		2024年3月期 ネン ガツキ

																										出店 シュッテン		小 ショウ				2		7		8		8		8

				国内 コクナイ				76		15		1,164		5,376				1,103										大 ダイ				1		6		6		7		7

						丸亀製麺		32		5		844		2,240				817										計 ケイ				3		13		14		15		15

						とん一 イチ		3		2		54		97				53								退店 タイ テン		小 ショウ				0		1		1		1		1

						カフェ		10		0		39		1,500				29										大 ダイ				0		0		0		0		0

						晩杯屋 バ		3		0		52		70				49										計 ケイ				0		1		1		1		1

						ずんどう屋 ヤ		3		0		48		191				45								純増 ジュン ゾウ		小 ショウ				2		6		7		7		7

						その他 タ		25		8		127		1,278				110										大 ダイ				1		6		6		7		7

				海外 カイガイ				145		24		696		1,940				575										計 ケイ				3		12		13		14		14

						連結子会社 レンケツ コガイシャ		69		12		229		1,850				172

						持分法適用会社 モチブン ホウ テキヨウ カイシャ		52		12		247		90				207								ずんどう屋 ヤ

						純粋ＦＣ ジュンスイ		24		0		220		0				196										Year0		Year1		Year2		Year3

				合 計 ゴウ ケイ				221		39		1,860		7,316				1,678										2019/03期 キ		2020/03期 キ		2021/03期 キ		2022/03期 キ

																										出店数 シュッテン スウ		9		3		10		10

						※その他　の内訳 タ ウチワケ																				退店数 タイ テン スウ		0		0		0		0

																										店舗数 テンポスウ		45		48		58		68













								Open		Close		2020
Mar						2019
Mar



				Domestic				76		15		1,164		5,376				1,103

						Marugame Seimen		32		5		844		2,240

						Butaya Tonichi （Tonkatsu,tonteki）		3		2		54		97

						Kona's CoffeeRoasted（Cafe）		10		0		39		1,500

						Banpaiya (Standing Bar)		3		0		52		70

						Zundoya (Ramen)		3		0		48		191

						Others		25		8		127		1,278

				Overseas				145		24		696		1,940

						Subsidiaries		69		12		229		1,850

						JVs		52		12		247		90

						FCs		24		0		220		0

				Total				221		39		1,860		7,316



















中期計画

				連結PL (IFRS) レンケツ

						2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期								H29.3期 キ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		156,790		-		108.1%		174,683		-		111.4%		200,803		-		115.0%				145,022

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		28,400		18.1%		229.0%		32,373		18.5%		114.0%		36,161		18.0%		111.7%				12,402

				営業利益 エイギョウ リエキ		5,464		3.5%		237.4%		9,086		5.2%		166.3%		12,045		6.0%		132.6%				2,302

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		4,840		3.1%		362.0%		8,500		4.9%		175.6%		11,481		5.7%		135.1%				1,337

				当期利益 トウキ リエキ		2,712		1.7%		1227.3%		5,615		3.2%		207.0%		7,712		3.8%		137.3%				221

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		2,589		1.7%		969.6%		5,434		3.1%		209.9%		7,488		3.7%		137.8%				267



				丸亀製麺セグメントPL マルガメ セイ メン

						2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		93,944		-		191.0%		99,307		-		105.7%		107,694		-		108.4%				49,183

				セグメント利益 リエキ		12,831		13.7%		163.8%		12,817		12.9%		99.9%		14,149		13.1%		110.4%				7,832



				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

						2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		32,915		-		196.9%		36,604		-		111.2%		41,549		-		113.5%				16,720

				セグメント利益 リエキ		3,789		11.5%		161.1%		4,452		12.2%		117.5%		4,913		11.8%		110.4%				2,352



				出店  シュッテン		221						326						412								退店 タイ テン		30期 キ		31期 キ		32期 キ

				　国内 コクナイ		76						138						199										15		16		16

				　海外 カイガイ		145						188						213										24		26		25

				累計店舗数 ルイケイ テンポ スウ		1,860						2,144						2,515								1,687

				　国内 コクナイ		1,164						1,286						1,469								1,103

				　海外 カイガイ		696						858						1,046								575





















				Consolidated PL (IFRS)

						FY2019						FY2020						FY2021								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		156,790		-		108.1%		174,683		-		111.4%		200,803		-		115.0%				95,587

				Adjusted EBITDA		28,400		18.1%		229.0%		32,373		18.5%		114.0%		36,161		18.0%		111.7%				12,799

				Operating profit		5,464		3.5%		237.4%		9,086		5.2%		166.3%		12,045		6.0%		132.6%				8,733

				Profit before tax		4,840		3.1%		362.0%		8,500		4.9%		175.6%		11,481		5.7%		135.1%				8,117

				Profit for the year		2,712		1.7%		1227.3%		5,615		3.2%		207.0%		7,712		3.8%		137.3%				5,242

				Profit for the year attributable to owners of the parents		2,589		1.7%		969.6%		5,434		3.1%		209.9%		7,488		3.7%		137.8%				5,212



				Ｍａｒｕｇａｍｅｓｅｉｍｅｎ segment

						FY2019						FY2020						FY2021								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		93,944		-		191.0%		99,307		-		105.7%		107,694		-		108.4%				6,255

				segment profit		12,831		13.7%		163.8%		12,817		12.9%		99.9%		14,149		13.1%		110.4%				436





				Overseas segment

						FY2018						FY2019						FY2020								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		32,915		-		196.9%		36,604		-		111.2%		41,549		-		113.5%				6,255

				segment profit		3,789		11.5%		161.1%		4,452		12.2%		117.5%		4,913		11.8%		110.4%				436



				Numbers of opening stores(numbers in overseas）		221				0.0%		326				0.0%		412				0.0%

				Total numbers of stores(numbers of overses)		1,860				0.0%		2,144				0.0%		2,515				0.0%				1,092		246



				Numbers of opening stores(numbers in overseas）

				Total numbers of stores(numbers of overses)





IFRS

		■2015年3月期：IFRS連結業績予想シミュレーション ネン ガツ キ レンケツ ギョウセキ ヨソウ

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		実績 ジッセキ		J-GAAP						IFRS				差異 サイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				0

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,564				営業利益 エイギョウ リエキ		4,177				△ 3,387

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,994				税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		3,602				△ 3,392

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,606				当期利益 トウキ リエキ		1,985				29

								　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,956				△ 650



		↓実績のJ-GAAPとIFRSの差異を元にIFRS予算を試算 ジッセキ サイ モト ヨサン シサン												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		予想 ヨソウ		J-GAAP						IFRS				調整 チョウセイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		84,803				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		84,803				0

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,200				営業利益 エイギョウ リエキ		3,900				△ 3,300

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,928				税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		3,628				△ 3,300

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,132				当期利益 トウキ リエキ		1,762				30

								　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,732				△ 400		※調整 チョウセイ





Sheet4

		連結純損益計算書の差異 レンケツ ジュンソンエキ ケイサンショ サイ

																						（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		日本基準（J-GAAP） ニホン キジュン						①日本基準（J-GAAP）の表示組替 ニホン キジュン ヒョウジ クミカエ						②国際会計基準（IFRS） コクサイ カイケイ キジュン						差異②－① サイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		0

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		0

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		0

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 57,421				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 57,421				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 58,605				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 1,183		※1

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,564				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 1,849				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 2,155				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 306		※2

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		277				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		338				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		324				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		△ 14

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		△ 848				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 342				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 374				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 32

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,994				営業利益 エイギョウ リエキ		5,711				営業利益 エイギョウ リエキ		4,175				営業利益 エイギョウ リエキ		△ 1,536

		特別利益 トクベツ リエキ		172				金融収益 キンユウ シュウエキ		111				金融収益 キンユウ シュウエキ		206				金融収益 キンユウ シュウエキ		95		※3

		特別損失 トクベツ ソンシツ		△ 2,068				金融費用 キンユウ ヒヨウ		△ 646				金融費用 キンユウ ヒヨウ		△ 637				金融費用 キンユウ ヒヨウ		9

		税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		5,098				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 77				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 130				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 53		※4

		法人税等 ホウジンゼイ トウ		△ 2,429				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		5,098				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		3,614				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		△ 1,484

		少数株主調整前当期純利益 ショウスウ カブヌシ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		2,669				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		△ 2,429				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		△ 1,603				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		826		※5

		少数株主損益 ショウスウ カブヌシ ソンエキ		△ 29				当期利益 トウキ リエキ		2,669				当期利益 トウキ リエキ		2,011				当期利益 トウキ リエキ		△ 658

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,640				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		2,640				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,982				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		△ 658

								　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		29				　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		29				　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		0

																				IFRSと日本基準の主な差異 ニホン キジュン オモ サイ

																		※1		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		△ 869		定額法への遡及修正 テイガク ホウ ソキュウ シュウセイ

				日本基準（J-GAAP） ニホン キジュン				国際会計基準（IFRS） コクサイ カイケイ キジュン												租税公課 ソゼイ コウカ		△ 344		法人税等（均等割）より振替 ホウジンゼイ トウ キントウワリ フリカエ

		営業利益 エイギョウ リエキ		売上総利益－販売費及び一般管理費 ウリアゲ ソウリエキ ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				売上総利益－販売費及び一般管理費－減損損失＋その他の営業収益－その他の営業費用 ウリアゲ ソウリエキ ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ ゲンソン ソンシツ タ エイギョウ シュウエキ タ エイギョウ ヒヨウ												その他 タ		30

																				計 ケイ		△ 1,183

		経常利益 ケイジョウ リエキ		営業利益＋営業外収益－営業外費用 エイギョウ リエキ エイギョウガイ シュウエキ エイギョウガイ ヒヨウ				経常利益、特別損益の概念はなく、金融収益、金融費用及び持分法による投資損益以外は、営業利益に加減 ケイジョウ リエキ トクベツ ソンエキ ガイネン キンユウ シュウエキ キンユウ ヒヨウ オヨ モチブンポウ トウシ ソンエキ イガイ エイギョウ リエキ カゲン										※2		減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 251		割引後CFとの比較 ワリビキ アト ヒカク

																				減損損失（のれん） ゲンソン ソンシツ		△ 55		非償却分を減損 ヒ ショウキャク ブン ゲンソン

		金融収益 キンユウ シュウエキ		－				受取利息、為替差益等 ウケトリ リソク カワセ サエキ トウ												計 ケイ		△ 306

		金融費用 キンユウ ヒヨウ		－				支払利息、為替差損等 シハライ リソク カワセ サソン トウ										※3		受取利息 ウケトリ リソク		95		敷金保証金を償却原価に シキキン ホショウキン ショウキャク ゲンカ

																				計 ケイ		95

																		※4		持分法による投資損失 モチブンポウ トウシ ソンシツ		△ 86		全ての共同支配企業を持分法適用に スベ キョウドウ シハイ キギョウ モチブンポウ テキヨウ

																				持分法による投資損失 モチブンポウ トウシ ソンシツ		33		持分法のれんの非償却 モチブンポウ ヒ ショウキャク

																				計 ケイ		△ 53

																		※5		法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		345		均等割を租税公課に振替 キントウワリ ソゼイ コウカ フリカエ

																				法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		132		税率変更による修正 ゼイリツ ヘンコウ シュウセイ

																				法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		349		IFRS修正に係る税効果調整 シュウセイ カカ ゼイ コウカ チョウセイ

																				計 ケイ		826



表示組替

IFRS調整



世界ランキング

				世界外食企業ランキング（上場企業）上位10社

						企業名		国名		売上高
（百万ドル）		決算期		展開ブランド

				1		McDonald's Corporation 		アメリカ		28,106		41609		McDonald's

				2		Starbucks Corporation 		アメリカ		14,892		41518		Starbucks

				3		Yum Brands Inc 		アメリカ		13,084		41609		KFC/Pizza Hut/Taco Bell、他

				4		Darden Restaurants Inc 		アメリカ		6,286		41760		Red Lobster/Olive Garden/
LongHorn Steakhouse、他

				5		AUTOGRILL SPA 		イタリア		6,207		41609		FC含む250ブランド以上を展開

				6		ゼンショーホールディングス		日本		4,679		41699		すき家/ココス/はま寿司、他

				7		Bloomin Brands Inc		アメリカ		4,129		41609		OUTBACK STEAKHOUSE
/CARRABBA'S、他

				8		ARCOS DORADOS 
HOLDINGS INCORPORATED 		アルゼンチン		4,033		41609		（中南米、カリブ海エリアの
McDonald's franchisee）

				9		Chipotle Mexican Grill, Inc. 		アメリカ		3,215		41609		Chipotle

				10		TIM HORTONS INCORPORATED		カナダ		3,162		41609		Tim Hortons、他

				（出所）各社決算資料等よりみずほ銀行産業調査部作成





						McDonald's Corporation 		(		アメリカ		)		28,106

						Starbucks Corporation 		(		アメリカ		)		14,892

						Yum Brands Inc 		(		アメリカ		)		13,084

						Darden Restaurants Inc 		(		アメリカ		)		6,286

						AUTOGRILL SPA 		(		イタリア		)		6,207

						ゼンショーホールディングス		(		日本		)		4,679

						Bloomin Brands Inc		(		アメリカ		)		4,129

						ARCOS DORADOS 
HOLDINGS INCORPORATED 		(		アルゼンチン		)		4,033

						Chipotle Mexican Grill, Inc. 		(		アメリカ		)		3,215

						TIM HORTONS INCORPORATED		(		カナダ		)		3,162



						McDonald's Corporation (アメリカ)		28,106

						Starbucks Corporation (アメリカ)		14,892

						Yum Brands Inc (アメリカ)		13,084

						Darden Restaurants Inc (アメリカ)		6,286

						AUTOGRILL SPA (イタリア)		6,207

						ゼンショーホールディングス(日本)		4,679

						Bloomin Brands Inc(アメリカ)		4,129

						ARCOS DORADOS 
HOLDINGS INCORPORATED (アルゼンチン)		4,033

						Chipotle Mexican Grill, Inc. (アメリカ)		3,215

						TIM HORTONS INCORPORATED(カナダ)		3,162





						TIM HORTONS Inc.(カナダ)		3,162

						Chipotle Mexican Grill, Inc. (アメリカ)		3,215

						ARCOS DORADOS HD Inc. (アルゼンチン)		4,033

						Bloomin Brands Inc.(アメリカ)		4,129

						ゼンショーホールディングス(日本)		4,679

						AUTOGRILL SPA (イタリア)		6,207

						Darden Restaurants Inc. (アメリカ)		6,286

						Yum Brands Inc. (アメリカ)		13,084

						Starbucks Corporation (アメリカ)		14,892

						McDonald's Corporation (アメリカ)		28,106









						TIM HORTONS Inc.		3,162

						Chipotle Mexican Grill, Inc. 		3,215

						ARCOS DORADOS HD Inc. 		4,033

						Bloomin Brands Inc.		4,129
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						McDonald's Corporation 		28,106

						Starbucks Corporation 		14,892
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						ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.		4,679

						Bloomin Brands Inc.		4,129

						ARCOS DORADOS HD Inc. 		4,033

						Chipotle Mexican Grill, Inc. 		3,215
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TIM HORTONS Inc.(カナダ)	Chipotle Mexican Grill, Inc. (アメリカ)	ARCOS DORADOS HD Inc. (アルゼンチン)	Bloomin Brands Inc.(アメリカ)	ゼンショーホールディングス(日本)	AUTOGRILL SPA (イタリア)	Darden Restaurants Inc. (アメリカ)	Yum Brands Inc. (アメリカ)	Starbucks Corporation (アメリカ)	McDonald's Corporation (アメリカ)	3162	3215	4033	4129	4679	6207	6286	13084	14892	28106	McDonald's Corporation 	Starbucks Corporation 	Yum Brands Inc. 	Darden Restaurants Inc. 	AUTOGRILL SPA 	ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.	Bloomin Brands Inc.	ARCOS DORADOS HD Inc. 	Chipotle Mexican Grill, Inc. 	TIM HORTONS Inc.	28106	14892	13084	6286	6207	4679	4129	4033	3215	3162	

基礎資料

		ＢＩ　「月別・日別推移」　→　「当月レート」　は、前月末のレートを採用 ツキベツ ヒ ベツ スイイ トウゲツ ゼンゲツ マツ サイヨウ

		閉店日　＞＝2016/03/31　（3/31以前に閉店した店舗は含まない） 　 開店日　＜＝2015/12/31（12/31以前に開店した店舗を含む）　など　　を選択 ヘイ テン テンポ フク カイテン ヒ イゼン カイテン テンポ フク

		*は取る ト

		開店、閉店の情報は、右クリックでロックする カイテン ヘイテン ジョウホウ ミギ

		⇒　2016/1/1から03/31まで、ひと月フルで営業していた店舗を対象にしている ツキ エイギョウ テンポ タイショウ

		1Q		閉店日　＞＝2018/3/31　		開店日 ＜＝2017/12/31

		2Q		閉店日　＞＝2018/06/30　		開店日 ＜＝2017/12/31

		3Q		閉店日　＞＝2018/09/30　		開店日 ＜＝2017/12/31

		4Q		閉店日　＞＝2018/12/31　		開店日 ＜＝2017/12/31

		※台湾は注意 タイワン チュウイ

		※丸亀製麺だけ絞る マ シボ

		アメリカ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		11,037,015		1,236,035,309		0		-		944,199,552		130.91%		1,085,440		887,294		122.3%		1,139		0		-		-		-		-		-		3

		2018/01		934,634		104,669,658		0		-		67,798,467		154.38%		94,437		67,217		140.5%		1,108		0		-		-		-		-		-

		2018/02		865,529		96,930,585		0		-		58,289,841		166.29%		86,893		58,009		149.8%		1,116		0		-		-		-		-		-

		2018/03		940,247		105,298,244		0		-		62,867,453		167.49%		93,828		62,064		151.2%		1,122		0		-		-		-		-		-

		2018/04		879,409		98,484,986		0		-		62,713,474		157.04%		88,931		61,268		145.2%		1,107		0		-		-		-		-		-

		2018/05		923,118		103,380,016		0		-		66,076,146		156.46%		92,310		63,938		144.4%		1,120		0		-		-		-		-		-

		2018/06		891,830		99,876,097		0		-		65,094,909		153.43%		89,438		63,065		141.8%		1,117		0		-		-		-		-		-

		2018/07		918,801		102,896,533		0		-		71,199,415		144.52%		91,340		67,966		134.4%		1,127		0		-		-		-		-		-

		2018/08		933,509		104,543,639		0		-		75,557,404		138.36%		90,175		71,798		125.6%		1,159		0		-		-		-		-		-

		2018/09		902,763		101,100,405		0		-		89,716,330		112.69%		87,740		82,737		106.0%		1,152		0		-		-		-		-		-

		2018/10		904,814		101,330,172		0		-		108,372,002		93.50%		87,870		96,758		90.8%		1,153		0		-		-		-		-		-

		2018/11		902,780		101,102,360		0		-		107,716,571		93.86%		87,338		96,159		90.8%		1,158		0		-		-		-		-		-

		2018/12		1,039,580		116,422,613		0		-		108,797,539		107.01%		95,140		96,315		98.8%		1,224		0		-		-		-		-		-

						34,334,314										30,151						1,139

						34,334

		韓国 カンコク

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		6,706,938,740		670,693,874		0		-		680,174,538		98.61%		755,090		803,853		93.9%		888		0		-		-		-		-		-		10

		2018/01		566,061,780		56,606,178		0		-		57,115,579		99.11%		66,453		66,098		100.5%		852		0		-		-		-		-		-

		2018/02		520,514,890		52,051,489		0		-		52,995,374		98.22%		60,381		61,720		97.8%		862		0		-		-		-		-		-

		2018/03		572,189,740		57,218,974		0		-		50,865,872		112.49%		66,336		59,949		110.7%		863		0		-		-		-		-		-

		2018/04		541,064,440		54,106,444		0		-		54,753,092		98.82%		60,522		65,413		92.5%		894		0		-		-		-		-		-

		2018/05		564,352,660		56,435,266		0		-		57,043,792		98.93%		63,559		68,308		93.0%		888		0		-		-		-		-		-

		2018/06		535,459,550		53,545,955		0		-		56,203,125		95.27%		60,112		67,006		89.7%		891		0		-		-		-		-		-

		2018/07		605,035,010		60,503,501		0		-		59,664,308		101.41%		68,244		70,970		96.2%		887		0		-		-		-		-		-

		2018/08		600,337,740		60,033,774		0		-		60,273,538		99.60%		67,212		71,770		93.6%		893		0		-		-		-		-		-

		2018/09		539,093,950		53,909,395		0		-		54,244,144		99.38%		58,602		64,180		91.3%		920		0		-		-		-		-		-

		2018/10		551,903,530		55,190,353		0		-		56,888,227		97.02%		61,414		67,561		90.9%		899		0		-		-		-		-		-

		2018/11		542,895,370		54,289,537		0		-		57,939,978		93.70%		59,548		68,212		87.3%		912		0		-		-		-		-		-

		2018/12		568,030,080		56,803,008		0		-		62,187,509		91.34%		62,707		72,666		86.3%		906		0		-		-		-		-		-

						5,589,116										6,292						888

						5,589

		台湾 タイワン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計				2,971,667,163										4,616,338								0		-		-		-		-		-		28

		2018/04		73,235,984		262,917,183		0		-		251,137,520		104.69%		389,494		407,124		95.7%		675		0		-		-		-		-		-

		2018/05		68,393,158		245,531,437		0		-		257,344,792		95.41%		378,505		388,993		97.3%		649		0		-		-		-		-		-

		2018/06		71,168,994		255,496,688		0		-		254,627,460		100.34%		391,780		386,317		101.4%		652		0		-		-		-		-		-

		2018/07		77,465,930		278,102,689		0		-		291,768,623		95.32%		431,510		435,155		99.2%		644		0		-		-		-		-		-

		2018/08		68,986,210		247,660,494		0		-		279,460,312		88.62%		400,710		422,766		94.8%		618		0		-		-		-		-		-

		2018/09		66,685,851		239,402,205		0		-		209,331,593		114.37%		368,591		319,832		115.2%		650		0		-		-		-		-		-

		2018/10		65,631,275		235,616,277		0		-		262,058,946		89.91%		359,469		395,002		91.0%		655		0		-		-		-		-		-

		2018/11		60,463,169		217,062,777		0		-		238,986,853		90.83%		350,028		358,597		97.6%		620		0		-		-		-		-		-

		2018/12		74,003,339		265,671,987		0		-		270,622,985		98.17%		418,034		405,124		103.2%		636		0		-		-		-		-		-

		2019/01		66,674,732		239,362,288		0		-		229,919,385		104.11%		376,272		353,655		106.4%		636		0		-		-		-		-		-

		2019/02		68,961,950		247,573,401		0		-		271,017,195		91.35%		380,474		385,962		98.6%		651		0		-		-		-		-		-

		2019/03		66,091,849		237,269,738		0		-		236,765,436		100.21%		371,471		349,155		106.4%		639		0		-		-		-		-		-

						8,844,248										13,739						644

						8,844

		ロシア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		249,820,501		489,648,182		0		-		606,340,489		80.75%		619,308		768,902		80.5%		791		0		-		-		-		-		-		7

		2018/01		23,475,281		46,011,550		0		-		37,642,492		122.23%		57,336		48,483		118.3%		802		0		-		-		-		-		-

		2018/02		23,467,768		45,996,825		0		-		41,677,393		110.36%		58,371		53,890		108.3%		788		0		-		-		-		-		-

		2018/03		28,161,829		55,197,185		0		-		55,066,665		100.24%		69,347		70,917		97.8%		796		0		-		-		-		-		-

		2018/04		29,134,888		57,104,380		0		-		51,409,079		111.08%		71,632		65,798		108.9%		797		0		-		-		-		-		-

		2018/05		28,300,303		55,468,594		0		-		51,420,349		107.87%		69,890		66,385		105.3%		794		0		-		-		-		-		-

		2018/06		29,105,898		57,047,559		0		-		51,120,385		111.59%		69,055		62,666		110.2%		826		0		-		-		-		-		-

		2018/07		26,761,752		52,453,033		0		-		47,238,507		111.04%		64,403		59,162		108.9%		814		0		-		-		-		-		-

		2018/08		25,422,365		49,827,835		0		-		46,456,545		107.26%		61,844		62,566		98.8%		806		0		-		-		-		-		-

		2018/09		11,250,390		22,050,764		0		-		56,269,767		39.19%		30,150		69,913		43.1%		731		0		-		-		-		-		-

		2018/10		12,932,184		25,347,080		0		-		59,012,452		42.95%		35,088		73,440		47.8%		722		0		-		-		-		-		-

		2018/11		11,807,845		23,143,376		0		-		56,289,703		41.11%		32,192		69,802		46.1%		719		0		-		-		-		-		-

		2018/12		0		0		0		-		52,737,152		0.00%		0		65,880		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

						6,359,067										8,043						791

						6,359

		中国 チュウゴク

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		253,847,903		4,257,029,327		0		-		4,276,874,170		99.54%		6,629,104		6,377,268		103.9%		642		0		-		-		-		-		-		69

		2018/01		21,499,479		360,546,268		0		-		354,313,915		101.76%		547,348		520,677		105.1%		659		0		-		-		-		-		-

		2018/02		19,902,231		333,760,419		0		-		317,080,764		105.26%		517,272		471,878		109.6%		645		0		-		-		-		-		-

		2018/03		21,157,732		354,815,159		0		-		340,711,334		104.14%		537,201		509,587		105.4%		660		0		-		-		-		-		-

		2018/04		20,238,475		339,399,222		0		-		339,685,662		99.92%		510,965		494,047		103.4%		664		0		-		-		-		-		-

		2018/05		20,188,411		338,559,649		0		-		350,489,524		96.60%		559,414		518,800		107.8%		605		0		-		-		-		-		-

		2018/06		21,499,488		360,546,409		0		-		380,465,857		94.76%		654,384		552,143		118.5%		551		0		-		-		-		-		-

		2018/07		24,090,931		404,004,918		0		-		401,912,616		100.52%		634,219		600,567		105.6%		637		0		-		-		-		-		-

		2018/08		23,709,415		397,606,893		0		-		391,397,135		101.59%		601,990		597,178		100.8%		660		0		-		-		-		-		-

		2018/09		20,247,900		339,557,280		0		-		340,705,766		99.66%		521,964		521,082		100.2%		651		0		-		-		-		-		-

		2018/10		20,449,485		342,937,857		0		-		340,641,385		100.67%		529,361		522,324		101.3%		648		0		-		-		-		-		-

		2018/11		19,610,734		328,872,006		0		-		339,044,797		97.00%		504,097		506,954		99.4%		652		0		-		-		-		-		-

		2018/12		21,253,622		356,423,248		0		-		380,425,416		93.69%		510,889		562,031		90.9%		698		0		-		-		-		-		-

						5,141,340										8,006						642

						5,141

		タイ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		136,089,230		485,838,550		0		-		539,844,041		90.00%		876,307		1,107,020		79.2%		554		0		-		-		-		-		-		22

		2018/01		13,421,005		47,912,987		0		-		40,074,580		119.56%		101,773		76,489		133.1%		471		0		-		-		-		-		-

		2018/02		11,488,032		41,012,276		0		-		37,324,473		109.88%		84,617		71,707		118.0%		485		0		-		-		-		-		-

		2018/03		12,723,835		45,424,091		0		-		42,611,486		106.60%		94,942		86,311		110.0%		478		0		-		-		-		-		-

		2018/04		12,840,018		45,838,865		0		-		45,051,056		101.75%		95,161		92,636		102.7%		482		0		-		-		-		-		-

		2018/05		12,432,458		44,383,875		0		-		37,668,891		117.83%		93,249		81,002		115.1%		476		0		-		-		-		-		-

		2018/06		12,305,931		43,932,174		0		-		45,718,692		96.09%		93,433		93,906		99.5%		470		0		-		-		-		-		-

		2018/07		12,344,254		44,068,987		0		-		46,736,223		94.29%		94,490		97,973		96.4%		466		0		-		-		-		-		-

		2018/08		12,112,614		43,242,032		0		-		48,688,249		88.81%		92,877		100,836		92.1%		466		0		-		-		-		-		-

		2018/09		11,428,445		40,799,549		0		-		49,654,757		82.17%		86,171		101,589		84.8%		473		0		-		-		-		-		-

		2018/10		5,156,638		18,409,197		0		-		46,566,077		39.53%		39,594		96,613		41.0%		465		0		-		-		-		-		-

		2018/11		7,520,459		26,848,037		0		-		46,014,052		58.35%		0		94,430		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

		2018/12		12,315,541		43,966,481		0		-		53,735,506		81.82%		0		113,528		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

						1,840,298										3,319						554

						1,840

		カンボジア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		723,052		80,974,591		0		-		79,876,540		101.37%		174,243		162,171		107.4%		465		0		-		-		-		-		-		1

		2018/01		60,902		6,820,403		0		-		5,835,079		116.89%		16,075		11,579		138.8%		424		0		-		-		-		-		-

		2018/02		54,361		6,087,933		0		-		5,431,325		112.09%		14,896		10,550		141.2%		409		0		-		-		-		-		-

		2018/03		61,330		6,868,311		0		-		6,083,072		112.91%		16,130		11,790		136.8%		426		0		-		-		-		-		-

		2018/04		62,016		6,945,199		0		-		6,234,230		111.40%		15,308		12,235		125.1%		454		0		-		-		-		-		-

		2018/05		55,382		6,202,267		0		-		6,263,222		99.03%		13,486		12,003		112.4%		460		0		-		-		-		-		-

		2018/06		57,645		6,455,609		0		-		6,783,814		95.16%		14,438		13,411		107.7%		447		0		-		-		-		-		-

		2018/07		55,777		6,246,474		0		-		7,030,093		88.85%		13,565		14,230		95.3%		460		0		-		-		-		-		-

		2018/08		61,259		6,860,382		0		-		7,381,441		92.94%		13,868		17,560		79.0%		495		0		-		-		-		-		-

		2018/09		56,863		6,368,142		0		-		6,971,815		91.34%		12,830		16,316		78.6%		496		0		-		-		-		-		-

		2018/10		66,844		7,485,806		0		-		7,285,194		102.75%		15,078		8,131		185.4%		496		0		-		-		-		-		-

		2018/11		61,908		6,933,024		0		-		7,221,156		96.01%		13,870		16,264		85.3%		500		0		-		-		-		-		-

		2018/12		68,765		7,701,041		0		-		7,356,099		104.69%		14,699		18,102		81.2%		524		0		-		-		-		-		-

						6,747,883										14,520						465

						6,748



		フィリピン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		69,533,573		157,145,876		0		-		51,237,143		306.70%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-		1

		2018/01		5,292,606		11,961,289		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/02		5,112,480		11,554,205		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/03		5,498,906		12,427,527		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/04		5,373,300		12,143,657		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/05		5,335,998		12,059,355		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/06		5,364,759		12,124,355		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/07		5,704,955		12,893,197		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/08		5,886,499		13,303,488		0		-		6,529,648		203.74%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/09		5,779,436		13,061,526		0		-		10,703,669		122.03%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/10		6,103,613		13,794,166		0		-		10,936,373		126.13%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/11		7,099,325		16,044,475		0		-		10,674,562		150.31%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/12		6,981,697		15,778,635		0		-		12,392,892		127.32%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

						13,095,490										0						ERROR:#DIV/0!

						13,095



				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン				検算 ケンザン

				アメリカ (本土・ハワイ） ホンド		34,334		30,151		1,139				30,151		0				9364837.1399935

				韓国 カンコク		5,589		6,292		888				6,292		0				16312.6546754795

				台湾 タイワン		8,844		13,739		644				13,739		0

				カンボジア		6,748		14,520		465				14,520		0

				ロシア（持分）		6,359		8,043		791				8,043		0

				中国（持分） チュウゴク モチブン		5,141		8,006		642				8,006		0

				タイ（持分）		1,840		3,319		554				3,319		0



				日本 ニホン		9,364		16,312		574				16,314		(2)



				Overseas Marugame Seimen brand　Basic information						(Monthly data per store)

						Sales
 (1,000 yen)		# of Guests
 (person)		Sales per Guest
 (yen)

				USA		34,334		30,151		1,139

				South Korea		5,589		6,292		888

				Taiwan (ROC)		8,844		13,739		644

				Cambodia		6,748		14,520		465

				Russia<JV>		6,359		8,043		791

				China(PRC) <JV>		5,141		8,006		642

				Thailand <JV>		1,840		3,319		554



				Japan		9,364		16,312		574

				過去データ カコ

				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン

				アメリカ		26,129		27,025		967

				韓国 カンコク		5,290		7,119		743

				台湾 タイワン		11,937		22,143		539

				ロシア（持分）		7,198		9,602		750

				中国（持分） チュウゴク モチブン		7,092		11,545		614

				タイ（持分）		2,457		4,910		500



				日本 ニホン		9,000		16,393		548







				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン

				アメリカ		31,554		31,756		994

				韓国 カンコク		6,005		7,465		804

				台湾 タイワン		16,033		24,226		662

				ロシア（持分）		7,736		10,644		727

				中国（持分） チュウゴク モチブン		8,479		12,302		689

				タイ（持分）		3,160		5,895		536



				日本 ニホン		8,836		16,213		545









Sheet8

		ＢＩ　「月別・日別推移」　→　「当月レート」　は、前月末のレートを採用

		閉店日　＞＝2016/03/31　（3/31以前に閉店した店舗は含まない） 　 開店日　＜＝2015/12/31（12/31以前に開店した店舗を含む）　など　　を選択

		*は取る

		開店、閉店の情報は、右クリックでロックする

		⇒　2016/1/1から03/31まで、ひと月フルで営業していた店舗を対象にしている

		1Q		閉店日　＞＝2019/3/31　		開店日 ＜＝2018/12/31

		2Q		閉店日　＞＝2019/06/30　		開店日 ＜＝2018/12/31

		3Q		閉店日　＞＝2019/09/30　		開店日 ＜＝2018/12/31

		4Q		閉店日　＞＝2019/12/31　		開店日 ＜＝2018/12/31

		※台湾は注意

		※丸亀製麺だけ絞る

		アメリカ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		3,775,772		420,005,085		0		-		305,840,278		137.33%		337,051		275,982		122.1%		1,246		0		-		-		-		-		-		5

		2019/01		1,330,758		146,330,201		0		-		103,856,746		140.90%		119,232		95,555		124.8%		1,227		0		-		-		-		-		-

		2019/02		1,184,941		132,559,354		0		-		96,738,622		137.03%		106,025		86,846		122.1%		1,250		0		-		-		-		-		-

		2019/03		1,260,073		141,115,529		0		-		105,244,911		134.08%		111,794		93,581		119.5%		1,262		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						28,000,339										22,470						1,246

						28,000

		韓国

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		1,580,603,090		158,813,746		0		-		166,848,993		95.18%		168,792		193,299		87.3%		941		0		-		-		-		-		-		10

		2019/01		531,204,040		53,226,645		0		-		56,384,924		94.40%		56,111		66,028		85.0%		949		0		-		-		-		-		-

		2019/02		497,843,510		50,431,548		0		-		53,101,644		94.97%		52,356		60,794		86.1%		963		0		-		-		-		-		-

		2019/03		551,555,540		55,155,554		0		-		57,362,425		96.15%		60,325		66,477		90.7%		914		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						5,293,792										5,626						941

						5,294

		台湾

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		232,899,909		816,303,255		0		-		758,783,227		107.58%		1,329,643		1,181,087		112.6%		614		0		-		-		-		-		-		31

		2019/04		73,674,211		265,227,160		0		-		261,160,848		101.56%		416,169		386,621		107.6%		637		0		-		-		-		-		-

		2019/05		75,733,337		260,522,679		0		-		238,959,394		109.02%		427,957		385,683		111.0%		609		0		-		-		-		-		-

		2019/06		83,492,361		290,553,416		0		-		258,662,985		112.33%		485,517		408,783		118.8%		598		0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

		2020/01																						0		-		-		-		-		-

		2020/02																						0		-		-		-		-		-

		2020/03																						0		-		-		-		-		-

						8,777,454										14,297						614

						8,777

		ロシア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計																						0		-		-		-		-		-		7

		2019/01																						0		-		-		-		-		-

		2019/02																						0		-		-		-		-		-

		2019/03																						0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						0										0						ERROR:#DIV/0!

						0

		中国

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		69,477,772		1,162,673,494		0		-		1,061,504,165		109.53%		1,630,424		1,625,313		100.3%		713		0		-		-		-		-		-		82

		2019/01		24,548,265		406,273,781		0		-		355,683,668		114.22%		572,525		567,131		101.0%		710		0		-		-		-		-		-

		2019/02		20,942,029		354,129,712		0		-		339,296,373		104.37%		481,953		503,492		95.7%		735		0		-		-		-		-		-

		2019/03		23,987,478		402,270,001		0		-		366,524,124		109.75%		575,946		554,690		103.8%		698		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						4,726,315										6,628						713

						4,726

		タイ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		34,435,354		123,136,542		0		-		136,646,473		90.11%		253,698		284,956		89.0%		485		0		-		-		-		-		-		24

		2019/01		11,696,125		41,638,205		0		-		46,666,141		89.23%		86,060		99,389		86.6%		484		0		-		-		-		-		-

		2019/02		10,642,945		38,314,601		0		-		42,171,387		90.85%		78,347		86,202		90.9%		489		0		-		-		-		-		-

		2019/03		12,096,285		43,183,736		0		-		47,808,945		90.33%		89,291		99,365		89.9%		484		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						1,710,230										3,524						485

						1,710

		カンボジア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		212,624		23,661,393		0		-		19,685,795		120.20%		44,272		47,403		93.4%		534		0		-		-		-		-		-		1

		2019/01		70,102		7,708,390		0		-		6,646,907		115.97%		14,847		15,975		92.9%		519		0		-		-		-		-		-

		2019/02		67,257		7,524,062		0		-		6,105,202		123.24%		14,023		14,947		93.8%		537		0		-		-		-		-		-

		2019/03		75,265		8,428,942		0		-		6,933,686		121.57%		15,402		16,481		93.5%		547		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						7,887,131										14,757						534

						7,887



		フィリピン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		63,548,033		143,724,744		0		-		52,754,174		272.44%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-		4

		2019/01		20,170,105		45,181,036		0		-		11,837,618		381.67%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/02		12,739,773		29,301,477		0		-		13,061,748		224.33%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/03		30,638,155		69,242,230		0		-		27,854,807		248.58%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/04														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/05														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/06														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/07														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/08														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/09														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/10														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/11														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/12														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

						11,977,062										0						ERROR:#DIV/0!

						11,977



				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)				検算

				アメリカ (本土・ハワイ）		28,000		22,470		1,246				22,470		0				9364837.1399935

				韓国		5,294		5,626		941				5,626		0				16312.6546754795

				台湾		8,777		14,297		614				14,297		0

				カンボジア		7,887		14,757		534				14,757		0

				ロシア（持分）		0		0		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				中国（持分）		4,726		6,628		713				6,628		0

				タイ（持分）		1,710		3,524		485				3,524		0



				日本		9,813		17,685		555				17,681		4



				Overseas Marugame Seimen brand　Basic information						(Monthly data per store)

						Sales
 (1,000 yen)		# of Guests
 (person)		Sales per Guest
 (yen)

				USA		28,000		22,470		1,246

				South Korea		5,294		5,626		941

				Taiwan (ROC)		8,777		14,297		614

				Cambodia		7,887		14,757		534

				China(PRC) <JV>		4,726		6,628		713

				Thailand <JV>		1,710		3,524		485



				Japan		9,813		17,685		555

				過去データ

				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)

				アメリカ		26,129		27,025		967

				韓国		5,290		7,119		743

				台湾		11,937		22,143		539

				ロシア（持分）		7,198		9,602		750

				中国（持分）		7,092		11,545		614

				タイ（持分）		2,457		4,910		500



				日本		9,000		16,393		548







				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)

				アメリカ		31,554		31,756		994

				韓国		6,005		7,465		804

				台湾		16,033		24,226		662

				ロシア（持分）		7,736		10,644		727

				中国（持分）		8,479		12,302		689

				タイ（持分）		3,160		5,895		536



				日本		8,836		16,213		545









株主還元

				配当の推移

						2012年3月期		2014年
3月期		2015年
3月期		2016年
3月期		2017年
3月期		2018年
3月期		2019年
3月期		2020年
3月期
(予想) ヨソウ

				1株当たりの
年間配当額 ア		15円50銭		8円00銭		10円00銭		24円00銭		26円00銭		26円50銭		1円50銭		12円50銭

				配当性向		19.90%		37.00%		20.50%		19.90%		20.00%		24.68%		24.10%		20.56%



																										株主優待の内容

																										保有株式数		優待内容		継続保有優遇 ケイゾク ホユウ ユウグウ

																										実施回数 ジッシ カイスウ		年2回 ネン カイ		左記に追加 サキ ツイカ		年2回 ネン カイ

																										100株以上～200株未満		4,000円相当の割引券 ワリビキケン				ー

																										200株以上～500株未満		4,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン

																										500株以上～1,000株未満		10,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン

																										1,000株以上		15,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン



				Changes in Dividends

						Year ended March 31, 2012		Year ended March 31, 2014		Year ended March 31, 2015		Year ended March 31, 2016		Year ended March 31, 2017		Year ended March 31, 2018		Year ended March 31, 2019		Year ended March 31, 2020
(estimated)

				Annual dividend per share		15.50yen		8.00yen		10.00yen		24.00yen		26.00yen		26.50yen		1.50yen		12.50yen																Annual dividend per share

				Dividend payout ratio		19.90%		37.00%		20.50%		19.90%		20.00%		20.00%		24.10%		20.56%																Dividend payout ratio



																										Shareholder incentives

																										Number of shares		Incentive		Preferential treatment for continuous holding

																										The number of times		Twice a year		Twice a year						Shareholder incentives

																										100 - 200		4,000 yen value coupon 		Add to left		-				Shareholder incentives

																										200 - 500		4,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 

																										500 - 1,000		10,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 

																										1,000+  		15,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 





丸亀製麺　既存店

																																				Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar

						2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		2018年
3月期 ネン ガツキ		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		10月																												2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月 ガツ		2月		3月		4月 ガツ		5月 ガツ		6月

						FY 2015		FY 2016		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep						FY 2015		FY 2016		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun

						FY 2015		FY 2016		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		FY 2017 		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月						FY 2015		FY 2016		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar

				Net Sales		106.7%		103.8%		104.8%		105.2%		107.0%		110.2%		104.2%		105.1%		100.6%		100.5%		107.6%		103.2%		103.1%		101.1%		104.4%		103.3%		94.4%		97.9%		96.3%		95.2%		92.2%		96.5%		101.8%		96.3%		97.6%		96.8%		99.6%		96.7%		110.1%		105.7%		103.0%		106.2%		111.3%						2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月

				# of guests - Head count		101.8%		103.0%		104.1%		102.5%		102.5%		104.2%		98.6%		101.4%		99.1%		98.6%		101.7%		99.7%		99.5%		98.2%		100.8%		97.6%		91.0%		95.2%		99.8%		97.5%		93.0%		93.9%		99.6%		96.1%		94.9%		96.6%		98.7%		99.0%		122.6%		106.6%		99.3%		104.1%		111.5%				売上 ウリアゲ		106.7%		103.8%		104.4%		103.3%		94.4%		97.9%		96.3%		95.2%		92.2%		96.5%		101.8%		96.3%								97%		110%		106%

				Sales per guest  - Average soend per head		106.7%		100.9%		100.7%		102.6%		104.4%		105.8%		105.7%		103.7%		101.5%		101.9%		105.8%		103.5%		103.7%		102.9%		103.5%		105.8%		103.8%		102.9%		96.5%		97.7%		99.1%		102.8%		102.2%		100.2%		102.9%		100.2%		100.9%		97.7%		89.8%		99.1%		103.7%		101.9%		99.9%				客数 キャクスウ		101.8%		103.0%		100.8%		97.6%		91.0%		95.2%		99.8%		97.5%		93.0%		93.9%		99.6%		96.1%								99%		123%		107%

																																				0%		1.30%		-1.42%		1.31%		2.16%		-3.53%		2.12%		1.36%		-1.32%						-2.1%		0.3%		-2.8%		-1.8%		1.7%		-1.2%		0.6%				客単価 キャクタンカ		106.7%		100.9%		103.5%		105.8%		103.8%		102.9%		96.5%		97.7%		99.1%		102.8%		102.2%		100.2%								98%		90%		99%

																																		売上 ウリアゲ

																																補正後 ホセイ ゴ		客数 キャクスウ		97.6%		92.3%		93.8%		101.1%		99.7%		89.5%		96.0%		101.0%		94.8%		94.9%		96.6%		96.6%		99.3%		119.8%		104.8%		101.0%		102.9%		112.1%

																																		客単価 キャクタンカ		105.8%		103.8%		102.9%		96.5%		97.7%		99.1%		102.8%		102.2%		100.2%		102.9%		100.2%		100.9%		97.7%		89.8%		99.1%		103.7%		101.9%		99.9%

				Net Sales																																																																						Net Sales

				# of guests - Head count																																																																						# of guests - Head count

				Sales per guest  - Average soend per head																																																																						Sales per guest  - Average soend per head



				売上 ウリアゲ																																																																						売上 ウリアゲ

				客数 キャクスウ																																																																						客数 キャクスウ

				客単価 キャクタンカ																																																																						客単価 キャクタンカ



																																		CM		110.0%		110.4%		79.4%		125.7%		73.0%		93.0%



				売上 ウリアゲ																																																																						売上 ウリアゲ

				客数 キャクスウ																																																																						客数 キャクスウ

				客単価 キャクタンカ																																																																						客単価 キャクタンカ



																																				0.9229357851
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Sheet1

				FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018.2Q

				8,084,319		8,375,678		8,820,127		9,151,859		9,515,486		9,393,999

				8,084		8,376		8,820		9,152		9,515		9,394

												117.7%		112.2%

												1,431

				2013.04-2014.03		2014.04-2015.03		2015.04-2016.03		2016.04-2017.03		2017.04-2018.03		2018.04-2019.03

				2014年
3月期 ネン ガツキ		2015年
3月期 ネン ガツキ		2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		2019年
3月期3Q ネン ガツキ

				8,084,319		8,375,678		8,821,908		9,153,590		9,517,802		9290333.95227737

				8,084		8,376		8,822		9,154		9,518		9,290

												117.7%		114.9%

												1,433,483		1,206,015

				FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018.2Q

				2014年
3月期 ネン ガツキ		2015年
3月期 ネン ガツキ		2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		2019年
3月期3Q ネン ガツキ



2014年	
3月期	2015年	
3月期	2016年	
3月期	2017年	
3月期	2018年	
3月期	2019年	
3月期3Q	8084.3188461100035	8375.6776849462367	8821.9075525010794	9153.5900605864608	9517.8017006252685	9290.3339522773695	

IFRS16

				大きな変更点は、これまでのファイナンス・リースとオペレーティング・リースという分類がなくなり、あらゆるリースが資産計上されることだ。その結果、莫大な金額のリースが企業会計上に表面化することとなる。さらに、損益計算書上では、ほとんどのオペレーティング・リースの初期の影響が大きくなる。つまり、リースの初期費用が上がる。



				2019年の新基準適用以降、上場企業は2017年と18年の財務諸表にさかのぼって新基準適用を求められることとなる。非上場企業に関しても、同様に2018年と19年にさかのぼって適用となる。

				BS												ＰＬ

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				資産 シサン		○						○●				売上 ウリアゲ

				負債 フサイ		○						○●				販管費 ハ				●

																ＥＢＩＴＤＡ

				簿外 ボガイ				●								減価償却 ゲンカ ショウキャク		○						○●

																営業利益 エイギョウ リエキ

																財務費用 ザイム ヒヨウ		○						○●

																税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ





Sheet2

																								（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS（2019/4/1）※												ＰＬ(2019/4/1～2020/3/31)※

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								84,530				売上 ウリアゲ

				リース資産 シサン		5,658										販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン				15,443

				リース負債 フサイ		3,536						82,407				ＥＢＩＴＤＡ

																減価償却 ゲンカ ショウキャク		○						14,584

				簿外 ボガイ				●								営業利益 エイギョウ リエキ

																財務費用 ザイム ヒヨウ		○						498

																税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ



				BS（新規計上額）※ シンキ ケイジョウ ガク

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								78,872

				リース資産 シサン		○

				リース負債 フサイ		○						78,872



				簿外 ボガイ				●

				※IFRS16影響額に関しましては、将来期間の為替レートが不明、減損が未確定、社宅データが最新のものではないなど、

				数値の変動要素はありますので、その点はご留意ください。





Sheet3

																								（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS（2019/4/1）												ＰＬ(2019/4/1～2020/3/31)

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								84,530				売上 ウリアゲ

				リース資産 シサン		5,658										販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン				15,443

				リース負債 フサイ		3,536						82,407				ＥＢＩＴＤＡ

																減価償却 ゲンカ ショウキャク								14,584

				BS（新規計上額） シンキ ケイジョウ ガク												営業利益 エイギョウ リエキ

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン				財務費用 ザイム ヒヨウ								498

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース				税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ

				使用権資産 シヨウケン シサン								78,872

				リース資産 シサン

				リース負債 フサイ								78,872

				※IFRS16影響額に関しましては、将来期間の為替レートが不明、減損が未確定、社宅データが最新のものではないなど、

				数値の変動要素はありますので、その点はご留意ください。





Sheet6

																				（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS期首影響額 キシュ エイキョウガク										ＰＬ影響額(2019/4/1～2019/6/30) エイキョウガク

						旧会計基準(2019/3/31現在) キュウ カイケイ キジュン ゲンザイ		新基準により
追加的に認識(2019/4/1現在) シン キジュン ツイカテキ ニンシキ ゲンザイ		合計 ゴウケイ						旧会計基準 キュウ		IFRS16
影響額 エイキョウガク		新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース

				使用権資産 シヨウケン シサン				78,094		78,094				売上 ウリアゲ		39,212		0		39,212

				有形リース資産(期末帳簿価額) ユウケイ シサン キマツ チョウボ カガク		2,364				2,364				販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン		4,555		-3,735		819

				リース負債 フサイ		3,536		79,928		83,464				ＥＢＩＴＤＡ		3,653		3,624		7,277

				利益剰余金の減少(税効果会計等考慮後) リエキ ジョウヨキン ゲンショウ ゼイ コウカ カイケイ トウ コウリョ ゴ				880		880				減価償却 ゲンカ ショウキャク		1,126		3,624		4,751

														営業利益 エイギョウ リエキ		1,940		111		2,051

														金融費用 キンユウ ヒヨウ		345		124		469

														税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ		1,382		-13		1,369











将来イメージ



						2019年
3月 ネン ガツ		2020年
3月 ネン ガツ		2021年
3月 ネン ガツ		2022年
3月 ネン ガツ								2026年
3月 ネン ガツ				2019年
3月 ネン ガツ		2020年
3月 ネン ガツ		2021年
3月 ネン ガツ		2022年
3月 ネン ガツ				2026年
3月 ネン ガツ

				仮 カリ		145,190		166,116		192,054		218,455								350,000				145,190		166,116		192,054		218,455				350,000

								114%		116%		114%								ERROR:#DIV/0!						114%		116%		114%				ERROR:#DIV/0!

						0		39,203		52,239		67,284								150,000				0		39,203		52,239		67,284				150,000

																				500,000														500,000
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Sheet7

				現状 ゲンジョウ												修正案 シュウセイ アン

						店舗数 テンポ スウ		売上（億円） ウリアゲ オク エン		売上（億円）
/店 ウリアゲ オク エン テン		月商（万円）
/店 ゲツ ショウ マン エン テン						店舗数 テンポ スウ		売上（億円） ウリアゲ オク エン		売上（億円）
/店 ウリアゲ オク エン テン		月商（万円）
/店 ゲツ ショウ マン エン テン

				北米 ホクベイ		1,000		1,000		1.0		833				北米 ホクベイ		1,000		1,000		1.0		833

				中南米 チュウナンベイ		200		100		0.5		417				中南米 チュウナンベイ		200		150		0.8		625

				欧州(+中東） オウシュウ チュウトウ		500		50		0.1		83		⇒		欧州(+中東） オウシュウ チュウトウ		500		350		0.7		583

				アジア		2,300		1,350		0.6		489				アジア		2,000		1,250		0.6		521

				日本 ニホン		2,000		2,500		1.3		1,042				日本 ニホン		2,000		2,000		1.0		833

																　TDJ以外 イガイ		300		250		0.8		694

						6,000		5,000		0.8		694						6,000		5,000		0.8		694
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（単位：百万円）

貸借対照表

IFRS16号導入に伴い資産、負債ともに増加
親会社所有者持分比率は16.9%、有利子負債依存度は71.8%

14

 資産
IFRS16号導入に伴い 使用権資産77,042百万円増加

 負債
IFRS16号導入に伴い リース負債78,499百万円増加

金額 構成比 金額 構成比 増減

資産合計 202,936 100.0% 117,833 100.0% 85,103

流動資産 29,223 14.4% 21,752 18.5% 7,471

非流動資産 173,713 85.6% 96,081 81.5% 77,632

負債資本合計 202,936 100.0% 117,833 100.0% 85,103

負債合計 167,604 82.6% 82,830 70.3% 84,774

（うち、有利子負債） 145,770 71.8% 62,674 53.2% 83,096

流動負債 42,460 20.9% 25,953 22.0% 16,507

非流動負債 125,144 61.7% 56,878 48.3% 68,266

資本合計 35,332 17.4% 35,003 29.7% 329

（うち、親会社の所有者） 34,305 16.9% 33,979 28.8% 326

ネット有利子負債/調整後
EBITDA -

当期 前期末

9.4 3.9


2Q



				連結PL (IFRS) レンケツ

						第2四半期 ダイ シハンキ						計画 ケイカク								前年同期 マエ ネン ドウキ キ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネンヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		80,017		100.0%		111.2%		77,748		100.0%		102.9%				71,980		100.0%

				事業利益 ジギョウ リエキ		5,840		7.3%		132.9%		3,651		4.7%		160.0%				4,393		6.1%

				EBITDA		15,499		19.4%		231.2%		13,793		17.7%		112.4%				6,705		9.3%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		15,560		19.4%		226.4%		14,093		18.1%		110.4%				6,872		9.5%

				営業利益 エイギョウ リエキ		5,084		6.4%		123.3%		3,359		4.3%		151.4%				4,122		5.7%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		4,100		5.1%		99.3%		3,073		4.0%		133.4%				4,127		5.7%

				四半期利益 シハンキ リエキ		2,601		3.3%		89.0%		2,009		2.6%		129.5%				2,923		4.1%				←値張り注意 アタイ バ チュウイ

				親会社の所有者に帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウ キ リエキ		2,569		3.2%		87.1%		1,948		2.5%		131.9%				2,948		4.1%



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		108.5%		47,039		100.0%		104.6%				45,346		100.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%				←　自動リンク ジドウ







				Consolidated PL (IFRS)																												Planned（計画した・された）　

						2Q FY 2019 						2Q FY 2019 (forecast) 								Previous period												一語だけでは違和感がありますがいかがでしょうか

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 				Amount		% to Revenue

				Revenue		80,017		100.0%		111.2%		77,748		100.0%		102.9%				71,980		100.0%										上期計画　H1 2018 (forecast) 

				Contribution margin		5,840		7.3%		132.9%		3,651		5%		160.0%				4,393		6.1%

				EBITDA		15,499		19.4%		231.2%		13,793		18%		112.4%				6,705		9.3%

				Adjusted EBITDA		15,560		19.4%		226.4%		14,093		18.1%		110.4%				6,872		9.5%										売上費　% to Sales 

				Operating profit		5,084		6.4%		123.3%		3,359		4.3%		151.4%				4,122		5.7%

				Profit before tax		4,100		5.1%		99.3%		3,073		4.0%		133.4%				4,127		5.7%										計画比 % to Plan 

				Profit for the year		2,601		3.3%		89.0%		2,009		2.6%		129.5%				2,923		4.1%

				Profit for the year attributable to owners of the parents		2,569		3.2%		87.1%		1,948		2.5%		131.9%				2,948		4.1%										前年比 YoY



				Marugameseimen segment																												英語では、表記の統一が重要になります。

				Revenue		49,183		100%		108.5%		47,039		100%		104.6%				45,346		100%										Pnanned(FY2018 2Q)

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%										 (2Q 2018) と期が前に来ます。

				Overseas segment																												カッコの前後には半角スペースが必要です。

				Revenue		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%





















4Q1



				連結PL (IFRS) レンケツ

						当期 トウキ										計画 ケイカク								前期 ゼンキ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		進捗率 シンチョク リツ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネンヒ				※値張りがあるので、計算式をチェック アタイ バ ケイサン シキ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		116,504		100.0%		49,660		100.0%		114.5%		112,233		100.0%		103.8%				101,779		100.0%		114.5%

				EBITDA		11,745		10.1%		-		-		-		-		-		-				12,167		12.0%		96.5%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		12,362		10.6%		-		-		96%		14,057		12.5%		87.9%				12,934		12.7%		95.6%

				営業利益 エイギョウ リエキ		7,635		6.6%		4,490		9.0%		88.6%		8,851		7.9%		86.3%				8,619		8.5%		88.6%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		7,175		6.2%		4,380		8.8%		84.8%		8,993		8.0%		79.8%				8,466		8.3%		84.8%

				当期利益 トウキ リエキ		4,663		4.0%		2,800		5.6%		83.5%		5,968		5.3%		78.1%				5,585		5.5%		83.5%				78.1%		※値張り アタイ バ

				親会社の所有者に帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウ キ リエキ		4,665		4.0%		2,810		5.7%		82.8%		5,970		5.3%		78.1%				5,631		5.5%		82.8%				78.1%		※値張り アタイ バ



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		49,660		100.0%		57.5%		89,306		100.0%		55.1%				85,598		100.0%		57.5%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		7,832		6.7%		-		-		-		14,913		-		-				13,674		13.4%		57.3%				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		49,660		100.0%		287.0%		6,876		100.0%		243.2%				5,826		100.0%		287.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		2,352		2.0%		-		-		-		366		-		-				363		0.4%		647.9%				←　自動リンク ジドウ

										　







				Consolidated PL (IFRS)

						FY 2017										FY 2017 Plan								Previous period

						Amount		Ratio to
Revenue		Planned		Ratio to
Revenue		Ratio to
Plannede		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Planned				Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		116,504		100.0%		49,660		100.0%		114.5%		112,233		100.0%		103.8%		0		101,779		100.0%		114.5%

				EBITDA		11,745		10.1%		-		-		-		-		-		-		0		12,167		12.0%		96.5%

				Adjusted EBITDA		12,362		10.6%		-		-		96%		14,057		12.5%		87.9%		0		12,934		12.7%		95.6%

				Operating profit		7,635		6.6%		4,490		9.0%		88.6%		8,851		7.9%		86.3%		0		8,619		8.5%		88.6%

				Profit before tax		7,175		6.2%		4,380		8.8%		84.8%		8,993		8.0%		79.8%		0		8,466		8.3%		84.8%

				Profit for the year		4,663		4.0%		2,800		5.6%		83.5%		5,968		5.3%		78.1%		0		5,585		5.5%		83.5%

				Profit for the year attributable to owners of the parents		4,665		4.0%		2,810		5.7%		82.8%		5,970		5.3%		78.1%		0		5,631		5.5%		82.8%

				Marugameseimen segment

				Revenue		49,183		100.0%		49,660		100.0%		57.5%		89,306		100.0%		55.1%		0		85,598		100.0%		57.5%

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		6.7%		-		-		-		14,913		-		-		0		13,674		13.4%		57.3%

				Overseas segment

				Revenue		16,720		100.0%		49,660		100.0%		287.0%		6,876		100.0%		243.2%		0		5,826		100.0%		287.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		2,352		2.0%		-		-		-		366		-		-		0		363		0.4%		647.9%





4Q



				連結PL (IFRS) レンケツ

						当期 トウキ						計画 ケイカク								前期 マエ ドウキ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		145,022		100.0%		124.5%		144,673		100.0%		100.2%				116,504		100.0%		124.5%

				EBITDA		8,671		6.0%		73.8%		-		-		-				11,745		10.1%		73.8%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		12,402		8.6%		100.3%		-		-		-				12,362		10.6%		100.3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		2,302		1.6%		30.2%		4,710		3.3%		48.9%				7,635		6.6%		30.2%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		1,337		0.9%		18.6%		4,219		2.9%		31.7%				7,175		6.2%		18.6%

				当期利益 トウキ リエキ		221		0.2%		4.7%		3,017		2.1%		7.3%				4,663		4.0%		4.7%				←値張り注意 アタイ バ チュウイ

				親会社の所有者に帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウ キ リエキ		267		0.2%		5.7%		3,105		2.1%		8.6%				4,665		4.0%		5.7%



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		108.5%		47,039		100.0%		104.6%				45,346		100.0%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%		0.0%				←　自動リンク ジドウ







				Consolidated PL (IFRS)																														Planned（計画した・された）　

						FY 2019 						Full -year forecast								FY 2018														一語だけでは違和感がありますがいかがでしょうか

						Millions of yen		Ratio to revenue		YoY change		Millions of yen		Ratio to revenue		Ratio to budget				Millions of yen		Ratio to revenue		YoY change

				Revenue		145,022		100.0%		124.5%		144,673		100.0%		100.2%				116,504		100.0%		124.5%										上期計画　H1 2018 (forecast) 

				EBITDA		8,671		6.0%		73.8%		-		-		-				11,745		10.1%		73.8%

				Adjusted EBITDA		12,402		8.6%		100.3%		-		-		-				12,362		10.6%		100.3%										売上費　% to Sales 

				Operating profit		2,302		1.6%		30.2%		4,710		3.3%		48.9%				7,635		6.6%		30.2%

				Profit before tax		1,337		0.9%		18.6%		4,219		2.9%		31.7%				7,175		6.2%		18.6%										計画比 % to Plan 

				Profit for the year		221		0.2%		4.7%		3,017		2.1%		7.3%				4,663		4.0%		4.7%

				Profit for the year attributable to owners of the parents		267		0.2%		5.7%		3,105		2.1%		8.6%				4,665		4.0%		5.7%										前年比 YoY



				Marugameseimen segment																														英語では、表記の統一が重要になります。

				Revenue		49,183		100%		108.5%		47,039		100%		104.6%				45,346		100%		0.0%										Pnanned(FY2018 2Q)

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%		0.0%										 (2Q 2018) と期が前に来ます。

				Overseas segment																														カッコの前後には半角スペースが必要です。

				Revenue		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%		0.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%		0.0%





















丸亀PL



				※項目　丸亀製麺を更新すれば他のセグメントもリンク コウモク マ コウシン タ																																																				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期 ダイ シハンキ						計画 ケイカク										前年同期 ゼンネン ドウキ																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキ ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキ ヒ																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		108.5%		47,039		100.0%		104.6%		104.6%				45,346		100.0%		108.5%																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%		117.8%				6,595		14.5%		118.8%		1,237																												税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Marugameseimen segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		49,183		100%		108.5%		47,039		100%		104.6%		104.6%				45,346		100%		108.5%										19,324		-		254.5%

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%		117.8%				6,595		14.5%		118.8%										14,576		75.4%		53.7%























とん一PL



																																																								その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				豚屋とん一セグメントPL  ブタ ヤ イチ																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期						計画										前年同期																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		1,827		100.0%		95.5%		1,940		100.0%		94.2%		94.2%				1,913		100.0%		95.5%																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ		55		3.0%		-		29		1.5%		188.2%		-				△ 11		-		-500.0%		66																												税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Butaya tonichi segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		1,827		100.0%		95.5%		1,940		100.0%		94.2%		94.2%				1,913		100.0%		95.5%										19,324		-		9.5%

				Operating profit of Butaya tonichi segment		55		3.0%		-		29		1.5%		2		-				△ 11		-		-500.0%										14,576		75.4%		0.4%























カフェPL



																																																								その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				カフェセグメントPL 																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期						計画										前年同期																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		2,595		100.0%		149.0%		2,278		100.0%		113.9%		113.9%				1,742		100.0%		149.0%																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ		116		4.5%		-		94		4.1%		123.4%		-				69		-		168.1%		47																												税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Butaya tonichi segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		2,595		100.0%		149.0%		2,278		100.0%		113.9%		113.9%				1,742		100.0%		149.0%										19,324		-		13.4%

				Operating profit of Butaya tonichi segment		116		4.5%		-		94		4.1%		1		-				69		-		168.1%										14,576		75.4%		0.8%























海外ＰＬ

				海外事業セグメントＰＬ カイガイ ジギョウ

						第2四半期						計画										前年同期

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%		102.0%				14,906		100.0%		112.2%

				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%		124.5%				1,695		11.4%		138.8%		657







				Overseas segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%		102.0%				14,906		100.0%		112.2%

				Operating profit of Overseas segment		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%		124.5%				1,695		11.4%		138.8%

















店舗数



								2019年
3月末 ネン ガツ マツ		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								出店		退店		2019年
9月末 ネン ガツ マツ

										1Q		2Q		3Q		4Q

				国内 コクナイ				1,103		7		0		-2		-4		36		16		1,123

						内、丸亀製麺 ウチ		817		7				-2		-4		11		4		824

				海外 カイガイ				575		-1				1		1		61		34		602

				合 計 ゴウ ケイ				1,678		6		0		-1		-3		97		50		1,725





								2019
Mar		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								Open		Close		2019
June

										1Q		2Q		3Q		4Q

				Domestic				1,103		7		0		(2)		(4)		36		16		1,123

						Marugame Seimen		817		7		0		(2)		(4)		11		4		824

				Overseas				575		(1)		0		1		1		61		34		602

				Total				1,678		6		0		(1)		(3)		97		50		1,725



















国内店舗数

				国内 コクナイ

				運営業態 ウンエイ ギョウタイ						2019年
3月末 ネン ガツ マツ		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								累計 ルイケイ				2019年
9月末 ネン ガツ マツ

												1Q		2Q		3Q		4Q		出店 シュッテン		退店 タイ テン

				丸亀製麺（うどん） マルガメ セイメン						817		5		1		2		-3		11		4		824

						RS				637		7				-2		-4		4		3		638

						SC				180		-2		1		4		1		7		1		186

				とりどーる（焼き鳥） ヤ トリ						15		-1		-1						0		2		13

				豚屋とん一等（豚カツ・トンテキ） ブタ ヤ イチ トウ トン						53										1		0		54

				丸醤屋（ラーメン） マル ジャン ヤ						11								-1		0		1		10

				長田本庄軒（焼きそば） ナ ヤ						10										2		0		12

				コナズ珈琲等（カフェ） コーヒー トウ						29										4		0		33

				天ぷらまきの（天ぷら定食） テン テン テイショク						11										5		0		16

				晩杯屋（立ち飲み） ※1 バン ハイ ヤ タ ノ						49										0		4		45

				ずんどう屋（ラーメン） ヤ						45										3		0		48

				その他 タ						63		-1				1		1		10		5		68				出店 シュッテン		ヤマキ 7、鳥八代 １、いぶき １、福はうち １ トリ ハチダイ フク

				合 計 ゴウ ケイ						1,103		3		0		3		-3		36		16		1,123				退店 タイテン		Collective 2、麺屋どおり １、ヤマキ ２、 メン ヤ









				Domestic

				Brands						Mar
2019		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								During period				Sep
2019								Roadside locations "roadside"は一語です。

												1Q		2Q		3Q		4Q		Open		Close

				Marugame Seimen (Udon)						817		5		1		2		-3		11		4		824								Mall locations/Shopping center locaitons

						Roadside locations				637		7		0		-2		-4		4		3		638

						Shopping center locaitons				180		-2		1		4		1		7		1		186								ショッピングセンターは固有名詞ではないので

				Toridoll (Yakitori)						15		-1		-1		0		0		0		2		13								最初だけ大文字です。

				Butaya Tonichi （Tonkatsu,tonteki）						53		0		0		0		0		1		0		54								とんいちの表記の揺らぎを統一する必要があります

				Marushoya (Ramen)						11		0		0		0		-1		0		1		10

				Nagatahonjoken (Yakisoba)						10		0		0		0		0		2		0		12

				Kona's CoffeeRoasted（Cafe）						29		0		0		0		0		4		0		33

				Makino（Tenpura）						11		0		0		0		0		5		0		16

				Banpaiya (Standing Bar)						49		0		0		0		0		0		4		45

				Zundoya (Ramen)						45		0		0		0		0		3		0		48

				Others						63		-1		0		1		1		10		5		68

				Total						1,103		3		0		3		-3		36		16		1,123























海外店舗数

						海外 カイガイ

						業態 ギョウタイ		運営形態 ウンエイ ケイタイ		持分
比率 モチブン ヒリツ		エリア		直営 チョクエイ								FC								総合計 ソウ ゴウケイ

														2019年 ネン		通期累計 ツウキ ルイ ケイ				2019年 ネン		2019年 ネン		通期累計 ツウキ ルイ ケイ				2019年 ネン

														3月末 ガツ マツ		出店 シュッテン		退店 シリゾ ミセ		9月末 ガツ マツ		3月末 ガツ マツ		出店 シュッテン		退店 シリゾ ミセ		9月末 ガツ マツ

						丸亀製麺 マルガメ セイメン		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		6		2		0		8		0		0		0		0		8

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		韓国 カンコク		6		0		-1		5		4		0		0		4		9

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		90%		台湾 タイワン		30		1		0		31		0		0		0		0		31

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		65%		カンボジア		2		0		-1		1		0		2		0		2		3

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		タイ		19		0		0		19		0		0		0		0		19

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		37%		中国 チュウゴク		76		9		-10		75		5		0		0		5		80		(丸亀製麺等） マルガメ セイメン トウ

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		33%		シンガポール		3		0		0		3		0		0		0		0		3

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		インドネシア		0		0		0		0		51		7		-1		57		57

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		ベトナム		0		0		0		0		10		0		0		10		10

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		オーストラリア		0		0		0		0		2		2		0		4		4

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		フィリピン		0		0		0		0		4		3		0		7		7

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		ロシア		0		0		0		0		6		1		0		7		7		⇒　次回より「ロイヤリティ収入」に変更 ジカイ シュウニュウ ヘンコウ

						譚仔雲南米線		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		中国(香港） チュウゴク ホンコン		53		2		0		55		0		0		0		0		55

						譚仔三哥米線		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		中国(香港） チュウゴク		54		4		0		58		0		0		0		0		58

						MONSTER CURRY		連結子会社 レンケツ コガイシャ		70%		シンガポール		13		0		0		13		0		0		0		0		13

						Wok to Walk		連結子会社 レンケツ コガイシャ		60%		欧州等 オウシュウ トウ		2		0		-2		0		101		11		-6		106		106		←将来的にはエリア別記載とChill Chillの分離を検討 ショウライテキ ベツ キサイ ブンリ ケントウ

						Boat Noodle等 トウ		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		49%		マレーシア等 トウ		65		3		-10		58		6		3		0		9		67		←ＦＣ：インドネシア、ブルネイ、シンガポール

						Boat Noodle		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		ミャンマー		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Shoryu（昇龍） ショウリュウ		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		39%		イギリス		11		0		0		11		0		0		0		0		11

						Poke		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		アメリカ等 トウ		32		0		-1		31		7		11		0		18		49

						とん一 イチ		連結子会社 レンケツ コガイシャ		90%		台湾 タイワン		4		0		-2		2		0		0		0		0		2

						Tokyo Table		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		1		0		0		1		0		0		0		0		1		←Saly Papa含む フク

						Crackin' Kitchen等 トウ		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						合　計 ア ケイ								379		21		-27		373		196		40		-7		229		602



						Overseas

						Brands		Units		Shareholding ratio		Area		 Own stores								FC								Total										3Q FY2017

														2019		FY2019				2019		2019		FY2019				2019												Open　Openings

														Mar		Openings		Closures		Sep		Mar		Openings		Closures		Sep												Close　Closures

						Marugame Seimen		Subsidiaries		100%		USA		6		2		0		8		0		0		0		0		8										Direct operation → Own stores

								Subsidiaries		100%		Korea		6		0		-1		5		4		0		0		4		9										Investment ratio → Shareholding ratio

								Subsidiaries		90%		Taiwan		30		1		0		31		0		0		0		0		31										Operation form → Units

								Subsidiaries		65%		Cambodia		2		0		-1		1		0		2		0		2		3										JVs → Joint ventures

								JVs		40%		Thailand		19		0		0		19		0		0		0		0		19

								JVs		37%		China		76		9		-10		75		5		0		0		5		80		(丸亀製麺等） マルガメ セイメン トウ								Zundouya は海外では　Zund　でしょうか

								JVs		33%		Singapore		3		0		0		3		0		0		0		0		3										また雲南ヌードルの社名も英語にしてください

								FCs		-		Indonesia		0		0		0		0		51		7		-1		57		57										Tam Jai Yunnan Mixian  

								FCs		-		Vietnam		0		0		0		0		10		0		0		10		10										Tam Jai Sam Gor Mixian

								FCs		-		Australia		0		0		0		0		2		2		0		4		4

								FCs		-		Philippines		0		0		0		0		4		3		0		7		7

								FCs		-		Russia		0		0		0		0		6		1		0		7		7										FCS → Franchise stores

						Tam Jai Yunnan Mixian  		Subsidiaries		100%		China		53		2		0		55		0		0		0		0		55

						Tam Jai Sam Gor Mixian		Subsidiaries		100%		China		54		4		0		58		0		0		0		0		58

						MONSTER CURRY		Subsidiaries		70%		Singapore		13		0		0		13		0		0		0		0		13

						Wok to Walk		Subsidiaries		60%		Europe, etc		2		0		-2		0		101		11		-6		106		106

						Boat Noodle, etc		JVs		49%		Malaysia, etc		65		3		-10		58		6		3		0		9		67		←将来的にはエリア別記載とChill Chillの分離を検討 ショウライテキ ベツ キサイ ブンリ ケントウ

						Boat Noodle		JVs		40%		Myanmar		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Shoryu		JVs		39%		UK		11		0		0		11		0		0		0		0		11

						Poke		JVs				USA, etc		32		0		-1		31		7		11		0		18		49

						Ton-ichi		Subsidiaries		90%		Taiwan		4		0		-2		2		0		0		0		0		2

						Tokyo Table		Subsidiaries		100%		USA		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Crackin' Kitchen		Subsidiaries		100%		USA		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Total								379		21		-27		373		196		40		-7		229		602







販管費

						↓　値張り アタイ バ																				Dec
2016		Increase of COGS ratio		Increase of labor cost ratio		Decrease of utitily cost ratio		Increase of Advertising cost ratio		Decrease of other cost ratio		Dec
2017						Outsourced expenses cost ratio

				IFRS																				A		0.0%		6.1%		5.2%		5.2%		5.37%		5.373%		0.0%						4.68%

						当期 トウ キ		前期 ゼン キ		当期 トウ キ		前期 ゼン キ												B		6.6%		0.5%		1.0%		0.3%		0.1%		0.1%		5.5%						0.7%

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		84,611,870,484		76,410,732,534		100.0%		100.0%								6.63%								7.1%		6.2%		5.5%		5.60%		5.47%								6.29%

				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		22,114,638,095		19,597,952,094		26.1%		25.6%		0.49%		0.5%				0.49%																		-0.003%

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		62,497,232,389		56,812,780,440		73.9%		74.4%		-0.49%		-0.5%				0.95%						12.63%												11.38%

				人件費 ジンケンヒ		25,998,829,075		22,750,669,742		30.7%		29.8%		0.95%		1.0%				-0.30%

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		5,600,694,221		5,285,510,882		6.6%		6.9%		-0.30%		-0.3%				0.11%

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		3,008,620,794		2,630,257,849		3.6%		3.4%		0.11%		0.2%				0.30%

				外部委託費 ガイブ イタク ヒ		1,204,491,635		556,939,561		1.4%		0.7%		0.69%		0.9%

				減価償却 ゲンカ ショウキャク		2,822,536,290		2,630,600,253		3.3%		3.4%		-0.11%		0.1%

				非経常的費用項目 ヒ ケイジョウ テキ ヒヨウ コウモク						0.0%		0.0%		0.00%		0.0%

				その他経費 タ ケイヒ		20,280,276,639		18,621,209,302		24.0%		24.4%		-0.40%		-0.4%

				販管費合計 ハンカンヒ ゴウケイ		56,092,912,364		49,844,587,336		66.3%		65.2%		1.06%		1.1%

				減損損失 ゲンソン ソンシツ		197,019,359		174,192,361		0.2%		0.2%		0.00%		0.0%

				その他の営業収益		209,974,802		373,096,998		0.2%		0.5%		-0.24%		-0.2%

				その他の営業費用		290,358,876		182,532,680		0.3%		0.2%		0.10%		0.1%

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,126,916,592		6,984,565,061		7.2%		9.1%		-1.90%		-1.9%

				金融収益		214,537,303		158,888,535		0.3%		0.2%		0.05%		0.0%

				金融費用		204,615,613		209,755,449		0.2%		0.3%		-0.03%		-0.0%

				持分法による投資損益		(45,923,735)		32,780,539		-0.1%		0.0%		-0.10%		-0.1%

				税引前利益-IFRS		6,090,914,547		6,966,478,686		7.2%		9.1%		-1.92%		-1.9%



				EBITDA		9,029,836,956		9,424,600,996		10.7%		12.3%		-1.66%		-1.7%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		9,625,721,108		9,650,528,423		11.4%		12.6%		-1.25%		0.1%





				※アウトラインの資料は＋－がややこしいので、アウトラインと違う資料をもらうこと！ シリョウ チガ シリョウ



						当期 トウ キ				前期 ゼン キ

				売上収益-IFRS		84,611,870,484				76,410,732,534

				売上原価-IFRS		22,114,638,095		26.1%		19,597,952,094		25.6%		0.5%

				売上総利益-IFRS		62,497,232,389		73.9%		56,812,780,440		74.4%		-0.5%

				役員報酬		108,250,002		0.1%		96,300,000		0.1%		0.0%

				従業員給与手当		4,251,910,385		5.0%		3,264,218,911		4.3%		0.8%

				従業員賞与		294,363,696		0.3%		347,556,450		0.5%		-0.1%

				従業員賞与引当金繰入額		263,711,252		0.3%		178,669,616		0.2%		0.1%

				アルバイト料		18,107,580,347		21.4%		16,321,483,339		21.4%		0.0%

				法定福利費		1,892,859,523		2.2%		1,521,885,102		2.0%		0.2%

				厚生費		273,222,179		0.3%		236,219,611		0.3%		0.0%

				退職給付費用		149,941,697		0.2%		133,743,809		0.2%		0.0%

				研修費		91,559,816		0.1%		53,362,661		0.1%		0.0%

				株式報酬費用		54,682,240		0.1%		61,835,720		0.1%		-0.0%

						25,998,829,075		30.7%		22,750,669,742		29.8%		1.0%

				減価償却費(販管)		2,822,536,290		3.3%		2,630,600,253		3.4%		-0.11%

				地代家賃		8,669,876,965		10.2%		7,984,604,610		10.4%		-0.20%

				電気料金		3,114,409,866		3.7%		2,811,307,132		3.7%		0.00%

				ガス料金		604,463,439		0.7%		521,485,071		0.7%		0.03%

				水道料金		1,861,837,616		2.2%		1,932,147,803		2.5%		-0.3%

						5,600,694,221		6.6%		5,285,510,882		6.9%		-0.3%

				備品消耗品費		1,536,121,739		1.8%		1,423,941,890		1.9%		-0.0%

				厨房備品食器費		616,137,407		0.7%		622,442,100		0.8%		-0.1%

				炭代		19,983,300		0.0%		20,570,876		0.0%		-0.0%

				被服費		310,825,129		0.4%		273,273,775		0.4%		0.0%

				開店時経費		250,779,337		0.3%		163,398,764		0.2%		0.1%

				定期メンテナンス費		476,580,650		0.6%		390,988,628		0.5%		0.1%

				保守点検料		2,054,919		0.0%		354,650		0.0%		0.0%

				警備料		595,671,384		0.7%		551,618,341		0.7%		-0.0%

				求人広告費		510,747,938		0.6%		535,394,523		0.7%		-0.1%

				支払手数料		657,366,431		0.8%		473,775,940		0.6%		0.2%

				荷造費		1,896		0.0%				0.0%		0.0%

				運搬費		964,386		0.0%				0.0%		0.0%

				リース・賃借料		26,867,764		0.0%		13,271,124		0.0%		0.0%

				外部委託費		1,204,491,635		1.4%		556,939,561		0.7%		0.7%												Dec
2016		Increase of COGS ratio		Increase of labor cost ratio		Decrease of utitily cost ratio		Increase of Advertising cost ratio		Decrease of other cost ratio		Dec
2017

				寄付金		15,017,016		0.0%		6,152,671		0.0%		0.0%												0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.00%		0.000%		0.0%

				衛生管理費		692,339,799		0.8%		609,215,331		0.8%		0.0%

				塵芥料		530,476,058		0.6%		504,529,603		0.7%		-0.0%												H29.3期
3Q キ		売上
原価率
の増加 ウリアゲ ゲンカ リツ ゾウカ		人件費率
の増加 ジンケンヒ リツ ゾウカ		水道
光熱費率
の減少 スイドウ コウネツヒ リツ ゲンショウ		広告宣伝費率
の増加 コウコク センデンヒ リツ ゾウカ		その他
経費率
の増加 タ ケイヒ リツ ゾウカ		H30.3期
3Q キ						外部委託費
の増加 ガイブ イタク ヒ ゾウカ

				お客様対応費		14,658,964		0.0%		13,904,231		0.0%		-0.0%

				商品開発費		48,854,784		0.1%		28,088,380		0.0%		0.0%

				業態開発費		7,795,434		0.0%		9,889,498		0.0%		-0.0%

				広告宣伝費		3,008,620,794		3.6%		2,630,257,849		3.4%		0.1%

				福利厚生費(販管)		1,296,795		0.0%				0.0%		0.0%

				接待交際費		85,773,510		0.1%		94,771,534		0.1%		-0.0%

				会議費		20,621,775		0.0%		13,479,002		0.0%		0.0%																悪化 アッカ		改善 カイゼン

				旅費交通費		641,341,918		0.8%		514,056,094		0.7%		0.1%														12.6%						12.6%

				通信費		406,286,357		0.5%		402,376,664		0.5%		-0.0%												原価 ゲンカ				0.5%				12.1%

				事業税等		4,283,742		0.0%				0.0%		0.0%												人件費 ジンケンヒ				1.0%				11.2%

				租税公課		383,083,463		0.5%		721,992,640		0.9%		-0.5%												水道光熱費 スイドウ コウネツヒ						0.3%		11.5%

				修繕費		1,010,202,596		1.2%		817,273,886		1.1%		0.1%												広告宣伝費 コウコク センデンヒ				0.1%				11.3%

				保険料		141,634,593		0.2%		117,153,401		0.2%		0.0%												外部委託費 ガイブ イタク ヒ				0.7%				10.6%

				貸倒引当金繰入額(販管)				0.0%		0		0.0%		0.0%																				10.6%

				のれん償却額				0.0%		0		0.0%		0.0%

				雑費		315,321,537		0.4%		240,056,292		0.3%		0.1%														11.4%						0.8%

				為替換算誤差		(4,495,999)		-0.0%		0		0.0%		-0.0%

				販売費及び一般管理費-IFRS		56,092,912,364		66.3%		49,844,587,336		65.2%		1.1%

				減損損失(特別)		197,019,359		0.2%		174,192,361		0.2%		0.0%

				減損損失-IFRS		197,019,359		0.2%		174,192,361		0.2%		0.0%

				受取協賛金		28,347,221		0.0%		7,182,014		0.0%		0.0%

				受取給付金				0.0%		18,631,066		0.0%		-0.0%

				受取保険金		8,389,093		0.0%		20,827,797		0.0%		-0.0%

				受取地代家賃		39,790,668		0.0%		29,405,074		0.0%		0.0%

				店舗閉鎖損失引当金戻入益		3,024,900		0.0%		42,842,250		0.1%		-0.1%

				その他の営業外収益		129,591,887		0.2%		103,524,768		0.1%		0.0%

				その他特別利益		831,033		0.0%		150,684,029		0.2%		-0.2%

				負ののれん償却額				0.0%		0		0.0%		0.0%

				その他の営業収益-IFRS		209,974,802		0.2%		373,096,998		0.5%		-0.2%

				固定資産除却損（営業外）		189,939,267		0.2%		63,302,783		0.1%		0.1%

				固定資産売却損(特別)		1,891,623		0.0%		5,436,180		0.0%		-0.0%

				固定資産除却損(特別)		15,054,213		0.0%		1,613,675		0.0%		0.0%

				その他の営業外費用		81,259,435		0.1%		30,858,047		0.0%		0.1%

				その他特別損失		2,214,338		0.0%		81,321,995		0.1%		-0.1%

				その他の営業費用-IFRS		290,358,876		0.3%		182,532,680		0.2%		0.1%

				営業利益-IFRS		6,126,916,592		7.2%		6,984,565,061		9.1%		-1.9%

				受取利息		111,269,374		0.1%		132,166,662		0.2%		-0.0%

				受取配当金		0		0.0%		1,082,988		0.0%		-0.0%

				為替差益		102,406,861		0.1%		25,243,762		0.0%		0.1%

				貸倒引当金戻入額		861,068		0.0%		395,123		0.0%		0.0%

				金融収益-IFRS		214,537,303		0.3%		158,888,535		0.2%		0.0%

				支払手数料（営業外）		176,301		0.0%				0.0%		0.0%

				支払利息及び割引料		204,439,312		0.2%		209,738,516		0.3%		-0.0%

				投資有証評価損(特別)				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替差損		0		0.0%		0		0.0%		0.0%

				貸倒引当金繰入額(営業外)				0.0%		16,933		0.0%		-0.0%

				金融費用-IFRS		204,615,613		0.2%		209,755,449		0.3%		-0.0%

				金融収益・費用純額-IFRS		9,921,690		0.0%		(50,866,914)		-0.1%		0.1%

				持分法による投資利益		0		0.0%		32,780,539		0.0%		-0.0%

				持分法による投資損失		45,923,735		0.1%		0		0.0%		0.1%

				持分法による投資損益-IFRS		(45,923,735)		-0.1%		32,780,539		0.0%		-0.1%

				税引前利益-IFRS		6,090,914,547		7.2%		6,966,478,686		9.1%		-1.9%

				法人税、住民税及び事業税		2,268,587,516		2.7%		2,404,932,387		3.1%		-0.5%

				法人税等調整額		(168,234,397)		-0.2%		(125,953,201)		-0.2%		-0.0%

				法人所得税費用-IFRS		2,100,353,119		2.5%		2,278,979,186		3.0%		-0.5%

				当期利益-IFRS		3,990,561,428		4.7%		4,687,499,500		6.1%		-1.4%

				少数株主損益		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				少数株主損益(控除)		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				当期利益(計)		3,976,600,697		4.7%		4,703,918,074		6.2%		-1.5%

				少数株主損益(加算)		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				少数株主損益調整前当期純利益2		3,990,561,428		4.7%		4,687,499,500		6.1%		-1.4%

				為替換算調整勘定-期首調整				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定-増減		(24,512,511)		-0.0%		(673,794,264)		-0.9%		0.9%

				為替換算調整勘定-組替調整額				0.0%		(8,967,051)		-0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定-換算調整		190,918,936		0.2%		(222,390,934)		-0.3%		0.5%

				為替換算調整勘定-税効果				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定		166,406,425		0.2%		(905,152,249)		-1.2%		1.4%

				在外営業活動体の換算差額-IFRS		166,406,425		0.2%		(905,152,249)		-1.2%		1.4%

				為替換算調整勘定-持分損益		60,941,835		0.1%		(655,780,616)		-0.9%		0.9%

				持分法適用会社に対する持分相当額		60,941,835		0.1%		(655,780,616)		-0.9%		0.9%

				その他の包括利益合計-IFRS		227,348,260		0.3%		(1,560,932,865)		-2.0%		2.3%

				包括利益-IFRS		4,217,909,688		5.0%		3,126,566,635		4.1%		0.9%

				親会社株主に係る包括利益		4,138,526,729		4.9%		3,251,408,331		4.3%		0.6%

				為替換算調整勘定-少持損益		65,422,228		0.1%		(108,423,122)		-0.1%		0.2%

				少数株主に係る包括利益		79,382,959		0.1%		(124,841,696)		-0.2%		0.3%

				資本剰余金期首残高		4,007,005,257		4.7%		3,946,667,082		5.2%		-0.4%

				資本剰余金期首残高計		4,007,005,257		4.7%		3,946,667,082		5.2%		-0.4%

				新株式発行高		0		0.0%				0.0%		0.0%

				ストックオプション行使		46,021,543		0.1%		61,421,483		0.1%		-0.0%

				子会社増加増加高(CS)		0		0.0%		580,547,721		0.8%		-0.8%

				持分増加増加高(CS)				0.0%		(580,547,721)		-0.8%		0.8%

				資本剰余増加(その他)				0.0%		(7,179,474)		-0.0%		0.0%

				資本剰余金増加額計		46,021,543		0.1%		54,242,009		0.1%		-0.0%

				資本剰余金期末残高計		4,053,026,800		4.8%		4,000,909,091		5.2%		-0.4%

				利益剰余金期首残高		25,668,638,036		30.3%		21,218,844,514		27.8%		2.6%

				利益剰余金期首調整額		144,544,938		0.2%		0		0.0%		0.2%

				利益剰余金期首残高計		25,813,182,974		30.5%		21218844514		27.8%		2.7%

				当期利益計		3,976,600,697		4.7%		4,703,918,074		6.2%		-1.5%

				子会社増加増加高(SS)		0		0.0%		-8607819577		-11.3%		11.3%

				子会社減少増加高(SS)		310		0.0%				0.0%		0.0%

				持分増加増加高(SS)				0.0%		8607819577		11.3%		-11.3%

				利益剰余金増加額計		3,976,601,007		4.7%		4703918074		6.2%		-1.5%

				支払配当金(前期分)		0		0.0%		1		0.0%		-0.0%

				支払配当金(期末)		1,127,884,966		1.3%		1039355784		1.4%		-0.0%

				子会社増加減少高(SS)		0		0.0%				0.0%		0.0%

				子会社減少減少高(SS)		3,106,557		0.0%		0		0.0%		0.0%

				持分減少減少高(SS)		0		0.0%		0		0.0%		0.0%

				利益剰余金減少額計		1,130,991,523		1.3%		1039355785		1.4%		-0.0%

				利益剰余金期末残高計		28,658,792,458		33.9%		24883406803		32.6%		1.3%



























































































































































A	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	0	6.1414073879174302E-2	5.1884232756536808E-2	5.18	84232756536808E-2	5.3728542335630798E-2	5.3728542335630798E-2	0	B	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	6.6298074929537765E-2	4.8840010503634623E-3	9.5298411226374946E-3	2.9795907585764281E-3	1.1352811794824377E-3	1E-3	5.4763246846318239E-2	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	1	





丸亀製麺　販管費

				2017.06		原価率 ゲンカ リツ		人件費率 ジンケンヒ		水道光熱費率 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費率 コウコク センデンヒ		その他経費率 タ ケイヒ		2018.06

				丸亀製麺 マ

				June
2017		COGS ratio		labor cost ratio		utitily cost ratio		Advertising cost ratio		other cost ratio		June
2018

						15.80%		15.10%		15.00%		15.00%		15.20%

				16.10%		0.30%		0.70%		0.10%		0.70%		0.50%		15.20%



				June
2017		COGS ratio		labor cost ratio		utitily cost ratio		Advertising cost ratio		other cost ratio		June
2018

						2.800%		2.100%		2.000%		2.000%		2.200%

				3.100%		0.30%		0.70%		0.10%		0.70%		0.50%		2.200%





				連結 レンケツ

				H29.03		原価 ゲンカ		人件費 ジンケンヒ		水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費 コウコク センデンヒ		その他経費 タ ケイヒ		H30.03

						24.80%		24.80%		25.50%

				26.50%		1.70%		0.70%		0.40%		0.00%		0.30%		24.20%



				H29.03		原価 ゲンカ		人件費 ジンケンヒ		水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費 コウコク センデンヒ		その他経費 タ ケイヒ		H30.03

						-0.200%		-0.200%		0.500%

				1.500%		1.70%		0.70%		0.40%						-0.800%

				Mar
2017		COGS ratio		labor cost ratio		utitily cost ratio		Advertising cost ratio		other cost ratio		Mar
2018						Outsourced expenses cost ratio

				0		150		250		100

				150		100		50		200		100



0	150	250	100	150	100	50	200	100	June	
2017	COGS ratio	labor cost ratio	utitily cost ratio	Advertising cost ratio	other cost ratio	June	
2018	2.7999999999999997E-2	2.0999999999999991E-2	1.999999999999999E-2	1.999999999999999E-2	2.1999999999999992E-2	June	
2017	COGS ratio	labor cost ratio	utitily cost ratio	Advertising cost ratio	other cost ratio	June	
2018	3.1E-2	3.0000000000000001E-3	7.0000000000000001E-3	1E-3	7.0000000000000001E-3	5.0000000000000001E-3	2.1999999999999992E-2	

海外概況

				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				アジア		台湾		出店拡大中		商品・マーケティング施策の強化により、直近では既存店前年比で前年を上回る月もある。経営体制を再整備し、更なる事業拡大に必要な体制を構築中。豚カツ業態も4店舗運営。 ショウヒン シサク キョウカ チョッキン キゾン テン ゼンネン ゼンネン ウワマワ ツキ ケイエイ タイセイ サイセイビ サラ ジギョウ カクダイ ヒツヨウ タイセイ コウチク ナカ		3,200百万 / 390百万  ヒャク マン ヒャクマン

						韓国		収益改善中		2018年に大幅な不採算店舗を閉店したことにより収益基盤が強化。今後は既存店の収益性の強化を図り、全社黒字を目指す。 ネン オオハバ フサイサン テンポ ヘイテン シュウエキ キバン キョウカ コンゴ キゾン テン シュウエキセイ キョウカ ハカ ゼンシャ クロジ メザ		550百万 / 5百万  ヒャク マン ヒャクマン						韓国				2018年に大幅な不採算店舗を閉店したことにより収益基盤が強化。2019年は既存店の収益性の強化を行い、全社黒字を目指す。 ネン オオハバ フサイサン テンポ ヘイテン シュウエキ キバン キョウカ ネン キゾン テン シュウエキセイ キョウカ オコナ ゼンシャ クロジ メザ

						中国		出店拡大中		北京、上海、香港などの大都市での展開に力点をおいて展開中。試験的に地方都市にも出店していたが、日本食に対して市場が未成熟であったこともあり苦戦。不採算店舗は閉鎖し、今後は十分な市場のある大都市にフォーカスする。 ペキン シャンハイ ホンコン ダイトシ テンカイ リキテン テンカイチュウ シケンテキ チホウ トシ シュッテン ニホンショク タイ シジョウ ミセイジュク クセン フサイサン テンポ ヘイサ コンゴ ジュウブン シジョウ ダイトシ								中国				北京、上海、香港などの大都市での展開に力点をおいて展開中。試験的に地方都市にも出店をしていたが、日本食に対して市場が未成熟であったこともあり、不採算店舗は閉鎖し、今後は十分な市場のある大都市にフォーカスする。 ペキン シャンハイ ホンコン ダイトシ テンカイ リキテン テンカイチュウ シケンテキ チホウ トシ シュッテン ニホンショク タイ シジョウ ミセイジュク フサイサン テンポ ヘイサ コンゴ ジュウブン シジョウ ダイトシ

						香港（雲南） ホンコン ウンナン				現在「譚仔雲南米線」「譚仔三哥米線」を計105店舗(12月末現在)を展開。香港で雲南ヌードル業態のシェアは7割と圧倒的なブランド力を誇る。
2社を統合管理するCEO、CFOをはじめ、マネジメント層を採用し 　グループ会社としてのガバナンス強化および更なる成長を実現する 　ための経営強化を図っている 。
現在はトリドールHDと協力しながらさらなるブランド強化のための施策やノウハウの伝承を実施中。将来的には、香港国内において150～160店舗体制を目指す。 ガツマツ リョク シサク デンショウ ジッシ チュウ タイセイ		3390百万 / 560百万  ヒャク マン ヒャクマン										2社を統合管理するCEO、CFOをはじめ、マネジメント層を採用し 　グループ会社としてのガバナンス強化および更なる成長を実現する 　ための経営強化を図っている 

				東南アジア トウナン		タイ 		収益改善中		店舗段階のEBITDAが平均で15%前後、25％前後の店舗が多数あり比較的堅調に推移している。不採算店舗の整理や本部費の合理化を図り、収益強化を図っている。								タイ 				店舗段階のEBITDAが平均で15%前後、25％前後の店舗が多数あり比較的堅調に推移している。不採算店舗の整理や本部費の合理化を図り、収益強化を図っている。 テンポ ダンカイ ヘイキン ゼンゴ ゼンゴ テンポ タスウ ヒカクテキ ケンチョウ スイイ フサイサン テンポ セイリ ホンブ ヒ ゴウリカ ハカ シュウエキ キョウカ ハカ

						インドネシア		出店拡大中		ジャカルタにおける主要モールを中心に丸亀製麺を展開すると共に、更なる拡大を狙い地方都市での拡大を図っている。顧客層の拡大も視野に入れたエクスプレス店の導入も検討中で、2025年までに100店舗展開を目指す。 コキャクソウ カクダイ シヤ イ テン ドウニュウ ケントウチュウ ネン テンポ テンカイ メザ				 				インドネシア				ジャカルタにおける主要モールを中心に丸亀製麺を展開すると共に、更なる拡大を狙い地方都市での拡大を図っている。顧客層の拡大も視野に入れたエクスプレス店の導入も検討中で、2025年までに100店舗展開を目指す。 コキャクソウ カクダイ シヤ イ テン ドウニュウ ケントウチュウ ネン テンポ テンカイ メザ

						ベトナム		収益改善中		ホーチミンの既存店の収益性向上に向け注力。実験店舗にて様々な施策を実施し、横展開を進める。加えて、ハノイ、ハイフォンなどの北部地域でサブフランチャイズでの出店を予定。 キゾン テン シュウエキセイ コウジョウ ム チュウ チカラ ジッケン テンポ サマザマ シサク ジッシ ヨコ テンカイ スス クワ ホクブ チイキ シュッテン ヨテイ								ベトナム				2019年はホーチミンの既存店の収益性の改善に力を入れる。実験店舗を導入し、様々な施策を実施、横展開を進めていく。加えて、ハノイ、ハイフォンといった北部地域でサブフランチャイズにて2-3店舗の出店を予定。 ネン キゾン テン シュウエキセイ カイゼン チカラ イ ジッケン テンポ ドウニュウ サマザマ シサク ジッシ ヨコ テンカイ スス クワ ホクブ チイキ テンポ シュッテン ヨテイ



				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				東南アジア トウナン		カンボジア		収益改善中		既存レギュラー店の収益が向上し、前年比で約110％の伸びを示している。直営店に加え、フランチャイズ加盟店の出店立地も確定しており、プノンペンにおける更なる展開が予定されている。郊外向けの新業態（丸亀製麺）も展開しており、より広範囲に展開できるよう模索中。		80百万 / △21百万  ヒャク マン ヒャクマン						カンボジア				既存レギュラー店の収益が向上し、前年比で約110％の伸びを示している。直営店に加え、フランチャイズ加盟店の出店立地も確定しており、プノンペンにおける更なる展開が予定されている。郊外向けの新業態（丸亀製麺）も展開しており、より広範囲に展開できるよう模索中。 キゾン テン シュウエキ コウジョウ ゼンネンヒ ヤク ノ シメ チョクエイ テン クワ カメイ テン シュッテン リッチ カクテイ サラ テンカイ ヨテイ コウガイ ム シンギョウタイ マルガメ セイメン テンカイ コウハンイ テンカイ モサクチュウ

						マレーシア
（ Boat Noodle 、他） ホカ		出店拡大中		主力業態であるBoatNoodleに力点を置いて展開中。マレーシア国内でBoatNoodleのみで50店舗（過去2年間で約40店舗の開店）を展開しており、現地で認知度の高いブランドとして成長している。
店舗段階のみならず、全社でもEBITDA20%を超える好業績で、今後の更なる発展が期待される。国外の展開も進み、ブルネイ、ミャンマー、インドネシア、シンガポールに出店済み。更なる進出に向けて取り組み中。								マレーシア
（ Boat Noodle 、他） ホカ				主力業態であるBoatNoodleに力点を置いて展開中。マレーシア国内でBoatNoodleのみで50店舗（過去2年間で約40店舗の開店）を展開しており、現地で認知度の高いブランドとして成長している。
店舗段階のみならず、全社でもEBITDA20%を超える好業績で、今後の更なる発展が期待される。国外の展開も進み、ブルネイ、ミャンマー、インドネシア、シンガポールに出店済み、更なる進出に向けて取り組み中。 シュリョク ギョウタイ リキテン オ テンカイチュウ コクナイ テンポ カコ ネンカン ヤク テンポ カイテン テンカイ ゲンチ ニンチド タカ セイチョウ テンポ ダンカイ ゼンシャ コ コウギョウセキ コンゴ サラ ハッテン キタイ コクガイ テンカイ スス シュッテン ズ サラ シンシュツ ム ト ク チュウ

						フィリピン				フランチャイズとして丸亀製麺１号店を2017年8月、2号店を2018年2月、3号店を同年8月、4号店を11月にをオープンしたが、いずれも好業績を維持。
今後は更なる拡大を狙いマニラ地域での出店を加速していく予定。 ゴウテン ネン ガツ ゴウ テン ドウ ネン ガツ ス ギョウセキ イジ コンゴ								フィリピン				2018年11月に4号店をオープンしたが、どの店舗も業績好調で年換算1,000万円以上の売上を誇る。2019年は更なる拡大を狙いマニラ地域での出店を加速していく予定。4月以降の出店攻勢で年間7店舗出店を目指す。 ネン ガツ ゴウテン テンポ ギョウセキ コウチョウ トシ カンサン マンエンイジョウ ウリアゲ ホコ ネン サラ カクダイ ネラ チイキ シュッテン カソク ヨテイ ガツ イコウ シュッテン コウセイ ネンカン テンポ シュッテン メザ

						ミャンマー
（Boat Noodle）				現地飲食最大手のYKKO社と合弁会社を設立し、２０１７年１０月よりBoatNoodle業態をフランチャイズで展開。これまでミャンマーにはないオシャレな空間と食事を楽しめるお店として受け入れられ、賑わいを見せている。現状、２店舗のオープンを目指している。								ミャンマー
（Boat Noodle）				現地飲食最大手のYKKO社と合弁会社を設立し、２０１７年１０月よりBoatNoodle業態をフランチャイズで展開。これまでミャンマーにはないオシャレな空間と食事を楽しめるお店として受け入れられ、賑わいを見せている。現状、２店舗のオープンを目指している。 カイシャ ゲンジョウ

						シンガポール
（丸亀製麺） マ				中国合弁を介してシンガポールにて3店舗出店。賃料は高いものの、認知拡大を目的に代表的なモールへ出店をしている。認知浸透と共に収益性も向上しており、当面は3店舗に集中して足場を固める方針。 リョウ セイ								シンガポール
（丸亀製麺） マ				中国合弁を介してシンガポールにて3店舗出店。家賃は高いものの、認知拡大を目的に代表的なモールへの出店をしている。認知浸透と共に収益も向上しており、当面は3店舗に集中して足場を固める方針。 チュウゴク ゴウベン カイ テンポ シュッテン ヤチン タカ ニンチ カクダイ モクテキ ダイヒョウテキ シュッテン ニンチ シントウ トモ シュウエキ コウジョウ トウメン テンポ シュウチュウ アシバ カタ ホウシン

						シンガポール
（MONSTER CURRY）				シンガポール国内で11店舗を展開中（2018年12月末現在）。シンガポールの日本式カレー市場で圧倒的なシェアNO.1を獲得している。
現在はトリドールHDと協働しながら、さらなる強みの強化とトリードールHDが所有する店舗運営ノウハウの継承を実施中。今後は、シンガポールの日本式カレー市場におけるポジショニングをさらに強化し、2025年までに20店体制を目指す。 コンゴ タイセイ メザ								シンガポール
（MONSTER CURRY）				現在、モンスターカレーはシンガポール国内で11店舗を展開中（2018年12月末現在）。「モンスターカレー」はシンガポールの日本式カレー市場で圧倒的なシェアNO.1を獲得している。現在はトリドールHDと協働しながら、さらなるモンスターカレーの強みの強化とトリードールが所有する店舗運営のノウハウの継承を実施中。これらを組み合わせることで、シンガポールの日本式カレー市場におけるモンスターカレーのポジショニングをさらに強化し、2025年までに20店に増やす。 ゲンザイ コクナイ テンポ テンカイチュウ ネン ガツ マツ ゲンザイ シジョウ ゲンザイ キョウドウ ツヨ キョウカ ショユウ ケイショウ ジッシチュウ ク ア ニホンシキ シジョウ キョウカ



				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				アメリカ		TDC（Tokyo Ｔable) 		－		1号店アーバイン店は世界でも上位の高い売上を堅持し、安定的な黒字体質。
2号店アルハンブラ店を業態転換した”日本の洋食”を軸にした新業態"Saly papa"は客数は確保するも客単価の向上に苦戦。		780百万 / △280百万  ヒャク マン ヒャクマン						TDC（Tokyo Ｔable) 		－		1号店アーバイン店は世界でも上位の高い売上を堅持し、安定的な黒字体質。2号店アルハンブラ店を業態転換した”日本の洋食”を軸にした新業態"Saly papa"は客数は確保するも客単価の向上に苦戦。撤退の方向性で検討をしている ケンジ アンテイテキ クロジタイシツ ギョウタイ テンカン シン キャクスウ カクホ キャクタンカ コウジョウ クセン テッタイ ホウコウセイ ケントウ

						丸亀製麺		本土一号店出店		ハワイWaikikki店は依然好調を維持　世界トップの売上を誇る（最高日商も更新）。
2017年9月にオープンしたロサンゼルス・Sawtelle店、2018年1月にオープンのサンフランシスコ・Stonestown店はさらなる改善が進み、売上が伸張。3号店がLA・ビバリーヒルズ店舗はモールの集客が鈍化しており店舗モデルの構築に苦戦。また、2018年12月に4号店がグレンデールにオープンし、米国では初の丸亀フードコートモデルの構築に取り組んでいる。 ネン ガツ		ハワイ
830百万 / 120百万
本土：軽微                  ホンド ケイビ						丸亀製麺		本土一号店出店		ハワイWaikikki店は依然好調を維持　世界トップの売上を誇る（最高日商も更新）。
2017年9月にオープンしたロサンゼルス・Sawtelle店、2018年1月にオープンのサンフランシスコ・Stonestown店はさらなる改善が進み、売上が伸張。3号店がLA・ビバリーヒルズ店舗はモールの集客が鈍化しており店舗モデルの構築に苦戦。また4号店のグレンデールがオープンし、米国では初の丸亀フードコートモデルの構築に取り組む サイコウ ニッショウ コウシン テン テン カイゼン スス ウリアゲ シンチョウ テンポ シュウキャク ドンカ テンポ コウチク クセン ゴウテン ベイコク ハツ マルガメ コウチク ト ク

						CRACKIN’KITCHEN		出店準備中		ハワイ店は依然好調を維持　世界１、２位の売上を誇る。2018年3月LAに本土１号店メニュー改善やマーケ施策が結果に結びつかず、閉店。		590百万 / 70百万  ヒャク マン ヒャクマン						CRACKIN’KITCHEN		出店準備中		ハワイ店は依然好調を維持　世界１、２位の売上を誇る。2018年3月LAに本土１号店メニュー改善やマーケ施策が結果に結びつかず、閉店 テン ネン ホンド ゴウテン カイゼン シサク ケッカ ムス ヘイテン

						POKE				2018年8月に出資を完了し提携開始。10-12月にかけて積極的に新店をオープンし、現在は32店舗体制に。2019年も約30店舗(すべてFC)の出店を計画中。品質保証や購買面で、トリドールHDのノウハウ移管を検討している。 タイセイ								POKE				2018年8月に出資を完了し提携開始。10-12月にかけて積極的に新店をオープンし、現在は30店舗強に。2019年も約30店舗(すべてFC)の積極出店を計画中。品質保証や購買面で、トリドールHDのノウハウ移管を検討している ネン ガツ シュッシ カンリョウ テイケイ カイシ セッキョクテキ ゲンザイ テンポ キョウ セッキョク シュッテン ケイカクチュウ ケントウ

				イギリス		Shoryu		出店拡大中		引き続きロンドンでのドミナント展開を進める。唯一の郊外店であるマンチェスター店とオクスフォード店は賃料や物流費などのコストカットを実施中。
単価を抑えたラーメンのほか、焼きそば・カツカレーなどの新メニューを導入。また、グデタマなどキャラクターを使用した販促のほか、店外からの視認性を高める施策など、集客に向けた取り組みも実施しており、全体として成果が出ている。								Shoryu				引き続きロンドンでのドミナント展開を進める。唯一の郊外店であるマンチェスター店とオクスフォード店は賃料や物流費などのコストカットを実施中。
商品は単価を抑えたラーメンや、グデタマなどキャラクターを使用した販促、焼きそばやカツカレーなどの新メニューを導入。店外からの視認性を高める施策など、集客に向けた取り組みも実施しており、全体として成果が出ている。 テンカイ ユイイツ コウガイ テン テン テン チンリョウ ブツリュウ ヒ ジッシ チュウ ショウヒン タンカ オサ シヨウ ハンソク ヤ シン ドウニュウ テン ガイ シニンセイ タカ シサク シュウキャク ム ト ク ジッシ ゼンタイ セイカ デ

				ロシア		丸亀製麺		収益改善中		2020年12月期より、合弁を解消し、全店FC化。これにより資金の外部調達も可能になり、モスクワにてFC、サブFC店の展開を画策、積極的な出店と既存店強化を目論む。
今後は、収益拡大とともにこれまで出店のなかった立地への新規出店を行い、店舗数の拡大を予定している。						ロシア		丸亀製麺		収益改善中		2020年12月期より、合弁を解消し、全店FC化。これにより資金の外部調達も可能になり、モスクワにてFC、サブFC店の展開を画策、積極的な出店と既存店強化を目論む。今後は、収益拡大とともに、ロシアにおけるTier oneモールからの誘いもある中で、これまで出店のなかった立地への新規出店を行い、店舗数の拡大を予定している。日本からのサポート方法についても、引き続き検討。 ネン ガツキ ゴウベン カイショウ ゼンテン カ シキン ガイブチョウタツ カノウ ミセ テンカイ カクサク セッキョクテキ シュッテン キョウカ モクロ コンゴ シュウエキカクダイ サソ ナカ シュッテン リッチ シンキ シュッテン オコナ テンポスウ カクダイ ヨテイ ニホン ホウホウ ヒ ツヅ ケントウ

				その他 タ		ＷＯＫ ＴＯ ＷＡＬＫ		出店拡大中		フランスにおける大型契約を含む複数のフランチャイジーが存在することにより、フランチャイズビジネスは堅調に推移し、順調に店舗数を拡大している。
苦戦中の米国での直営店は具材やオペレーションの見直しを行った。		軽微 ケイビ						ＷＯＫ ＴＯ ＷＡＬＫ				フランスにおける大型契約を含む複数のフランチャイジーが存在することにより、フランチャイズビジネスは堅調に推移し、順調に店舗数を拡大している。
苦戦中の米国での直営店は具材やオペレーションの見直しを行った。 ソンザイ ケンチョウ スイイ ジュンチョウ テンポ スウ カクダイ クセン チュウ ベイコク チョクエイテン グザイ ミナオ オコナ



				Area		Country/Brand		Status		Outline		PL Contribution (last year)
Sales / Segment profit

				Asia		Taiwan (ROC)		出店拡大中		Improves personnel system for staff sufficiency. Opening new stores. Operating 4 Tonkatsu stores.		3,200 mil. / 390 mil.

						S. Korea		収益改善中		Main stores keep good. Opening new stores.		350mil. / 5mil.

						China (PRC)		出店拡大中		Keeps good. Sales in coast cities (e.g., Shanghai) are nice. Currently 85 stores. "Hakatan-maru" ramen brand develops.

						Hong Kong (Yunnan)				Grouped in Feb-2018. Currently operating "Tam Chai Yunnan Noodle" and "TamJai SamGor Rice Noodle" stores (109 in total). 70% market share of Yunnan Noodle in Hong Kong. To open new stores in Hong Kong.		3390mil. / 560mil.

						Thailand		収益改善中		Management enhancement brings big profit improvement through 1) profit improvement of Existing Stores, 2) development of small stores (good sales with low initial costs), and 3) customization of HQ costs. To keep stable profits.

						Indonesia		出店拡大中		Develops Marugameseimen stores mainly in major Shopping Centers in Jakarta. Also examines other big cities. Marugame Seimen brand is Halal approved, and popular among local Muslims.				 

						Vietnam		Profit being improved		Saves opening stores in 2017 for yearly profit by improving organization system and management system.  To achieve monthly profits. Examines sub-franchising for further business expansion.

						Cambodia		Profit being improved		Sales of Existing Stores improved a lot. Portable stall type stores (with small initial costs) contribute to profit.  Launches new brand for casual Japanese foods in Feb. 2018, targeting wider range of market.		80mil. / △21mil.

						Malaysia
(Boat Noodle, Others)		Opening new stores		Operating approx. 70 stores of "Boat Noodle" and "CillCill" brands. Expanding with profits. Accelerating franchising in other countries such as Brunei, Indonesia, Myanmar and Singapore. Planning to expand to other countries.

						Philippines				Opens 1st Marugameseimen store in Aug-2017 and 2nd in Feb-2018 (both FC). Keep good. 4 more stores scheduled. Swift business expansion expected.

						Myanmar
(Boat Noodles)				Establishes JV company with YKKO (biggest local restaurant company), and franchises Boat Noodle brand since Oct. 2017. Widely accepted as uniquely fashionable restaurant with fun to eat. 2nd store to open.



				Area		Country/Brand		Status		Outline		PL Contribution (last year)
Sales / Segment profit

				USA		TDC (Tokyo Table)		New store to open		1st store in Irvine keeps good. One of world top sales/profits stores in Toridoll Group, whereas 2nd store in Alhambra is in tough. To change to "Western Japanese" like brand for profit improvement.		780mil. / △28mil.0 

						Marugame Seimen		New store to open		Waikiki Shop keeps good. World top 1-2 sales in Toridoll Group.  1st store in mainland opened in Sawtelle, LA in Sep. 2017.  2nd store in Stonestown, SF started with good launch in Jan. 2018 (same sales level as Waikiki Shop for the first weekend).  3rd store in Shopping Center around Beverly Hills to open.		Hawaii
830mil. / 120mil.
Main Land：small                 

						CRACKIN'KITCHEN		New store to open		Keeps good. World Top 1-2 sales in Toridoll Group.  Opens 1st in mainland store in LA in Mar. 2018.		140mil. / 5mil. 

				UK		Sakagura		-		Opens 1st store in November 2016. Introduced collaboration menus between Bent Box and Shoryu Ramen, and charbroil steaks and tempuras. Lava Plate stake from 2018 beginning becomes popular. Lower pricing contributes guest count (wider customer range) and sales. Keeps marketing measures (e.g.,  via SNS, Restaurant Week and Japanese Sake events) for brand awareness .

						Shoryu		Opening new stores		Some stores are in top sales group. Strategic dominance in London. Local cities to be only in Manchester and  Oxford. To improve profitability. New stores being prepared.

				Italy		Tokyo Table, Others		-		Opens "Bottega del Ramen" in Feb. and "Tokyo Table" in Mar, 2017.  "Bottega del Ramen" achieved monthly profit. "Tokyo table" marks record high in monthly sales for consecutive 2 months. Still not profit for whole business unit, and more sales necessary. Both stores to introduce new menus for summer. Expanding sales by delivery through Uber-eat and Deliveroo.		small

				Russia		Marugame Seimen				4 direct-operation stores and 3 FC stores in Moscow. Achieved all stores in the black. To develop more stores (especially in food court) as well as keeping stable profits.

				Others		WOK TO WALK		Opening new stores		Store aggressively expanding to 93 (including 3 direct-operation stores in US) after grouped. FC contracts in India, Israel, and newly Malta and Oman. Opens 1st direct-operation store In US in Feb, 2nd in Jul and 3rd store in Dec. 2017. Exploring other counties for FCs.		small





M&A　PMI

				ブランド		概要 ガイヨウ		PMIの状況 ジョウキョウ

				晩杯屋 バ		大衆酒場「晩杯屋」等を東京都内で運営するアクティブソース社の株式を取得（80.3%）しグループ会社化		・モデル店舗における丸亀製麺のノウハウを生かしたオペレーションの改善
・パート・アルバイト採用強化の仕組み導入、社内独立制度を含めた新人事制度の構築
・採用費や消耗品費など、グループ単価を採用することによる経費削減
・店舗タイプ別のスクリーニング要件、出店計画の策定、物件取得サポートの実施 フク シン ジンジ セイド コウチク ブッケン シュトク ジッシ				募集10人→100人規模に
物件情報が豊富　出店の精度が向上　投資検証表の活用など ボシュウ ニン ニン キボ ブッケン ジョウホウ ホウフ シュッテン セイド コウジョウ トウシ ケンショウ ヒョウ カツヨウ

				ずんどう屋 ヤ		主に関西において、とんこつラーメン店の「ずんどう屋」を運営するZUND社の株式を取得（80%）しグループ会社化		・モデル店舗におけるコンセプトのブラッシュアップと丸亀製麺のノウハウを生かしたオペレーションの改善
・当社ノウハウを活用した、採用における掲載媒体最適化の仕組み導入
・採用費や消耗品費など、グループ単価を採用することによる経費削減
・当社新店開発部による勝ちパターンの分析、優先出店エリアの決定　
・人事制度（賞与制度等）の再構築 トウ シャ

				「譚仔雲南米線」/「譚仔三哥米線」		スパイシー麺の人気チェーン店「譚仔雲南米線」および「譚仔三哥米線」の運営会社の株式をそれぞれ100%取得		・グループ会社としてのガバナンス強化及びトップマネジメント採用等、 　更なる成長を実現するための経営強化
・店舗、セントラルキッチンおよびバックオフィスにおける業務の整備
・華南地域を中心とした中国全土進出についても初期調査を開始







				Area		Country/Brand		Outline













BS

				連結BS (IFRS) レンケツ

						当期 トウ キ				前期末 ゼンキ マツ

						金額 キンガク		構成比 コウセイヒ		金額 キンガク		構成比 コウセイヒ		増減 ゾウゲン

				資産合計 シサン ゴウケイ		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103

				流動資産 リュウドウ シサン		29,223		14.4%		21,752		18.5%		7,471

				非流動資産 ヒ リュウドウ シサン		173,713		85.6%		96,081		81.5%		77,632

				負債資本合計 フサイ シホン ゴウケイ		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103

				負債合計 フサイ ゴウケイ		167,604		82.6%		82,830		70.3%		84,774

				（うち、有利子負債） ユウ リシ フサイ		145,770		71.8%		62,674		53.2%		83,096

				流動負債 リュウドウ フサイ		42,460		20.9%		25,953		22.0%		16,507

				非流動負債 ヒ リュウドウ フサイ		125,144		61.7%		56,878		48.3%		68,266

				資本合計 シホン ゴウケイ		35,332		17.4%		35,003		29.7%		329						※値張り アタイ バ

				（うち、親会社の所有者） オヤガイシャ ショユウシャ		34,305		16.9%		33,979		28.8%		326						※値張り アタイ バ



				ネット有利子負債/調整後EBITDA ユウ リシ フサイ チョウセイ ゴ		9.4				3.9				-				調整後EBITDA		15,560		9.4







				Consolidated BS (IFRS)										(unit: Million yen)

						This period				End of previous year

						Amount		Ratio		Amount		Ratio		Difference

				Total assets		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103						Including interest-bearing liabilities 

				Current assets		29,223		14.4%		21,752		18.5%		7,471						bearingの bと eの間のスペースを消してください

				Non-current assets		173,713		85.6%		96,081		81.5%		77,632						その下のliabilites、attributable にも不必要なスペースが見える気が

				Total liabilities and equity		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103						するのですが大丈夫でしょうか

				Liabilities		167,604		82.6%		82,830		70.3%		84,774

				(Including interest-bearing liabilities)		145,770		71.8%		62,674		53.2%		83,096

				Current liabilities		42,460		20.9%		25,953		22.0%		16,507

				Non-current liabilities		125,144		61.7%		56,878		48.3%		68,266

				Total equity		35,332		17.4%		35,003		29.7%		329

				(Equity attributable to 
owners of  the parent)		34,305		16.9%		33,979		28.8%		326



				Net interest-bearing liabilities / Adjusted EBITDA 		9.4				3.9				-



















































CF

						連結CF (IFRS) レンケツ

								当期 トウ キ		前年同期 ゼンネン ドウキ		増減 ゾウゲン

						営業活動による
キャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		16,176		4,402		11,774

						投資活動による
キャッシュ・フロー トウシ カツドウ		△ 6,250		△ 6,973		723

						財務活動による
キャッシュ・フロー ザイム カツドウ		△ 1,546		368		△ 1,914

						現金および現金同等物の
期末残高 ゲンキン ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		22,681		12,671		10,010







						Consolidated CF (IFRS)						(unit: Million yen)

								This period		Previous period		Difference								異なるフォントとサイズの混在

						Cash flows from operating activities		16,176		4,402		11,774								Cash flows from operating activities

						Cash flows from investing activities		△ 6,250		△ 6,973		723								Cash flows from investing activities

						Cash flows from financing activities		△ 1,546		368		△ 1,914								Cash flows from financing activities

						Cash and cash equivalents at the end of the period		22,681		12,671		10,010								Cash and cash equivalents at the end of the period





業績予想



				連結PL (IFRS) レンケツ

						2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ

						連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ		連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		159,059		100.0%		145,022		100.0%		109.7%

				事業利益 ジギョウ リエキ		9,572		6.0%		7,270		5.0%		131.7%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		29,640		18.6%		12,402		8.6%		239.0%

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,689		4.2%		2,302		1.6%		290.6%

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		5,266		3.3%		1,337		0.9%		393.9%

				当期利益 トウキ リエキ		2,704		1.7%		221		0.2%		1223.5%

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		2,610		1.6%		267		0.2%		977.5%



				丸亀製麺セグメントPL マルガメ セイメン		2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		93,944		100.0%		49,183		100.0%		191.0%

				セグメント利益 リエキ		12,831		13.7%		7,832		15.9%		163.8%



				海外事業セグメントPL		2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		32,915		100.0%		16,720		100.0%		196.9%

				セグメント利益 リエキ		3,789		11.5%		2,352		14.1%		161.1%









				Consolidated PL (IFRS)

						FY 2018				FY 2017				YoY

						連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ		連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ

				Revenue		159,059		100.0%		145,022		100.0%		109.7%

				Contribution margin		9,572		6.0%		7,270		5.0%		131.7%

				Adjusted EBITDA		29,640		18.6%		12,402		8.6%		239.0%

				Operating profit		6,689		4.2%		2,302		1.6%		290.6%

				Profit before tax		5,266		3.3%		1,337		0.9%		393.9%

				Profit for the year		2,704		1.7%		221		0.2%		1223.5%

				Profit for the year attributable to owners of the parent		2,610		1.6%		267		0.2%		977.5%



				Marugame Seimen
segment		FY 2018				FY 2017				YoY

				Revenue		93,944		100.0%		49,183		100.0%		191.0%								Segment profit

				Segment profit 		12,831		13.7%		7,832		15.9%		163.8%								Ratio to prev. period = YoY



				Overseas segment		FY 2018				FY 2017				YoY

				Revenue		32,915		100.0%		16,720		100.0%		196.9%

				Segment profit 		3,789		11.5%		2,352		14.1%		161.1%

























Sheet5



				連結PL (IFRS) レンケツ																																修正 シュウセイ		年初予算 ネンショ ヨサン

						上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ						上期計画 カミキ ケイカク		当初計画 トウショ ケイカク		売上収益 ウリア シュウエキ		56,195		56,195

作成者: 開示用の数字丸め有り

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								売上原価 ウリアゲ ゲンカ		14,451		14,572

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		80,017		100.0%				79,042		100.0%		79,042		100.0%		0				159,059		100.0%				53,465				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		41,744		41,623

作成者: 開示用の数字丸め有り


				事業利益 ジギョウ リエキ		5,840		7.3%				3,732		4.7%		3,732		4.7%		0				9,572		6.0%

				営業利益 エイギョウ リエキ		5,084		6.4%				1,605		2.0%		2,105		2.7%		△ 500				6,689		4.2%				4,400				人件費　　計 ジンケンヒ ケイ		16,774		16,908

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		4,100		5.1%				1,166		1.5%		1,766		2.2%		△ 600				5,266		3.3%				4,120				水光熱費　計 スイ コウネツヒ ケイ		3,689		3,589

				当期利益 トウキ リエキ		2,601		3.3%				103		0.1%		703		0.9%		△ 600				2,704		1.7%				2,690				地代家賃		5,699		5,826

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		2,569		3.2%				41		0.1%		641		0.8%		△ 600				2,610		1.6%				2,681				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		1,957		2,102

																																		その他一般管理費計 タ イッパン カンリヒ ケイ		8,048		7,851

				丸亀製麺セグメント マルガメ セイメン		上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ										販売費及び一般管理費合計		36,167		36,276

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								減損損失 ゲンソン ソンシツ		1,218		1,030

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%						100.0%		46,905		100.0%		△ 46,905				96,088		100.0%				43,559		90,464		その他の営業収入 タ エイギョウ シュウニュウ		117		261

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%						ERROR:#DIV/0!		6,182		13.2%		△ 6,182				14,014		14.6%				7,023		13,205		その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		41		150

作成者: 開示用の数字丸め有り


				海外事業セグメント カイガイ ジギョウ		上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ										営業利益（損失）		4,430		4,430

作成者: 開示用の数字丸め有り


						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								調整後EBITDA チョウセイゴ		7,681		7,449

作成者: 開示用の数字丸め有り


				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%						100.0%		16,518		100.0%		△ 16,518				33,238		100.0%				3458				金融収益 キンユウ シュウエキ		109		86

作成者: 開示用の数字丸め有り


																																						

作成者: 開示用の数字丸め有り		セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%						ERROR:#DIV/0!		1,900		11.5%		△ 1,900				4,252		12.8%				271				金融費用 キンユウ ヒヨウ		123		29

作成者: 開示用の数字丸め有り


																																						

作成者: 開示用の数字丸め有り
		経常利益（損失） ケイジョウ リエキ ソンシツ		4,490		4,490

				Consolidated PL (IFRS)																														持分法投資損益 モチブン ホウ トウシ ソンエキ		163		243

						FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017										税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		4,578		4,730

作成者: 開示用の数字丸め有り


						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue								法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		1,626		1,680

作成者: 開示用の数字丸め有り


				Revenue		80,017		100.0%				79,042		100.0%		79,042		100.0%		0				159,059		100.0%								当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,953		3,050

作成者: 開示用の数字丸め有り


				Operating profit		5,084		6.4%				1,605		2.0%		2,105		2.7%		△ 500				6,689		4.2%								親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウ シャ		2,964		3,033

作成者: 開示用の数字丸め有り


				Profit before tax		4,100		5.1%				1,166		1.5%		1,766		2.2%		△ 600				5,266		3.3%								非支配持分 ヒ シハイ モチブン		(11)		17

				Profit for the year		2,601		3.3%				103		0.1%		703		0.9%		△ 600				2,704		1.7%

				Profit for the year attributable to owners of the parent		2,569		3.2%				41		0.1%		641		0.8%		△ 600				2,610		1.6%								Profit for the year attributable to owners of the parent 

																																		parents のsはいらないようです

				Marugame Seimen 
segment		FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017

						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue								フォントとフォントサイズの混在

				Revenue		49,183		100.0%				0		100.0%		46,905		100.0%		△ 46,905				96,088		100.0%

				Operating profit of 
Marugame Seimen segment		7,832		15.9%				0		ERROR:#DIV/0!		6,182		13.2%		△ 6,182				14,014		14.6%								Segment profit

				Overseas 
segment		FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017										Ratio to prev. period = YoY

						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue

				Revenue		16,720		100.0%				0		100.0%		16,518		100.0%		△ 16,518				33,238		100.0%								% to revenue のeの切り方がおかしいので

				Operating profit of 
Marugame Seimen segment		2,352		14.1%				0		ERROR:#DIV/0!		1,900		11.5%		△ 1,900				4,252		12.8%								フォントサイズあるいは列の幅を変える必要があります





































出店計画

																										AS

								出店		退店		2020年
3月末 ネン ガツ マツ		投資額
（概算　百万円） トウシ ガク ガイサン ヒャクマンエン				2019年
3月 ネン ガツ														2020年3月期 ネン ガツキ		2021年3月期 ネン ガツキ		2022年3月期 ネン ガツキ		2023年3月期 ネン ガツキ		2024年3月期 ネン ガツキ

																										出店 シュッテン		小 ショウ				2		7		8		8		8

				国内 コクナイ				76		15		1,164		5,376				1,103										大 ダイ				1		6		6		7		7

						丸亀製麺		32		5		844		2,240				817										計 ケイ				3		13		14		15		15

						とん一 イチ		3		2		54		97				53								退店 タイ テン		小 ショウ				0		1		1		1		1

						カフェ		10		0		39		1,500				29										大 ダイ				0		0		0		0		0

						晩杯屋 バ		3		0		52		70				49										計 ケイ				0		1		1		1		1

						ずんどう屋 ヤ		3		0		48		191				45								純増 ジュン ゾウ		小 ショウ				2		6		7		7		7

						その他 タ		25		8		127		1,278				110										大 ダイ				1		6		6		7		7

				海外 カイガイ				145		24		696		1,940				575										計 ケイ				3		12		13		14		14

						連結子会社 レンケツ コガイシャ		69		12		229		1,850				172

						持分法適用会社 モチブン ホウ テキヨウ カイシャ		52		12		247		90				207								ずんどう屋 ヤ

						純粋ＦＣ ジュンスイ		24		0		220		0				196										Year0		Year1		Year2		Year3

				合 計 ゴウ ケイ				221		39		1,860		7,316				1,678										2019/03期 キ		2020/03期 キ		2021/03期 キ		2022/03期 キ

																										出店数 シュッテン スウ		9		3		10		10

						※その他　の内訳 タ ウチワケ																				退店数 タイ テン スウ		0		0		0		0

																										店舗数 テンポスウ		45		48		58		68













								Open		Close		2020
Mar						2019
Mar



				Domestic				76		15		1,164		5,376				1,103

						Marugame Seimen		32		5		844		2,240

						Butaya Tonichi （Tonkatsu,tonteki）		3		2		54		97

						Kona's CoffeeRoasted（Cafe）		10		0		39		1,500

						Banpaiya (Standing Bar)		3		0		52		70

						Zundoya (Ramen)		3		0		48		191

						Others		25		8		127		1,278

				Overseas				145		24		696		1,940

						Subsidiaries		69		12		229		1,850

						JVs		52		12		247		90

						FCs		24		0		220		0

				Total				221		39		1,860		7,316



















中期計画

				連結PL (IFRS) レンケツ

						2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期								H29.3期 キ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		159,059		-		109.7%		174,683		-		109.8%		200,803		-		115.0%				145,022

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		29,640		18.6%		239.0%		32,373		18.5%		109.2%		36,161		18.0%		111.7%				12,402

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,689		4.2%		290.6%		9,086		5.2%		135.8%		12,045		6.0%		132.6%				2,302

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		5,266		3.3%		393.9%		8,500		4.9%		161.4%		11,481		5.7%		135.1%				1,337

				当期利益 トウキ リエキ		2,704		1.7%		1223.5%		5,615		3.2%		207.7%		7,712		3.8%		137.3%				221

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		2,610		1.6%		977.5%		5,434		3.1%		208.2%		7,488		3.7%		137.8%				267



				丸亀製麺セグメントPL マルガメ セイ メン

						2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		93,944		-		191.0%		99,307		-		105.7%		107,694		-		108.4%				49,183

				セグメント利益 リエキ		12,831		13.7%		163.8%		12,817		12.9%		99.9%		14,149		13.1%		110.4%				7,832



				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

						2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		32,915		-		196.9%		36,604		-		111.2%		41,549		-		113.5%				16,720

				セグメント利益 リエキ		3,789		11.5%		161.1%		4,452		12.2%		117.5%		4,913		11.8%		110.4%				2,352



				出店  シュッテン		221						326						412								退店 タイ テン		30期 キ		31期 キ		32期 キ

				　国内 コクナイ		76						138						199										15		16		16

				　海外 カイガイ		145						188						213										24		26		25

				累計店舗数 ルイケイ テンポ スウ		1,860						2,144						2,515								1,687

				　国内 コクナイ		1,164						1,286						1,469								1,103

				　海外 カイガイ		696						858						1,046								575





















				Consolidated PL (IFRS)

						FY2019						FY2020						FY2021								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		159,059		-		109.7%		174,683		-		109.8%		200,803		-		115.0%				95,587

				Adjusted EBITDA		29,640		18.6%		239.0%		32,373		18.5%		109.2%		36,161		18.0%		111.7%				12,799

				Operating profit		6,689		4.2%		290.6%		9,086		5.2%		135.8%		12,045		6.0%		132.6%				8,733

				Profit before tax		5,266		3.3%		393.9%		8,500		4.9%		161.4%		11,481		5.7%		135.1%				8,117

				Profit for the year		2,704		1.7%		1223.5%		5,615		3.2%		207.7%		7,712		3.8%		137.3%				5,242

				Profit for the year attributable to owners of the parents		2,610		1.6%		977.5%		5,434		3.1%		208.2%		7,488		3.7%		137.8%				5,212



				Ｍａｒｕｇａｍｅｓｅｉｍｅｎ segment

						FY2019						FY2020						FY2021								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		93,944		-		191.0%		99,307		-		105.7%		107,694		-		108.4%				6,255

				segment profit		12,831		13.7%		163.8%		12,817		12.9%		99.9%		14,149		13.1%		110.4%				436





				Overseas segment

						FY2018						FY2019						FY2020								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		32,915		-		196.9%		36,604		-		111.2%		41,549		-		113.5%				6,255

				segment profit		3,789		11.5%		161.1%		4,452		12.2%		117.5%		4,913		11.8%		110.4%				436



				Numbers of opening stores(numbers in overseas）		221				0.0%		326				0.0%		412				0.0%

				Total numbers of stores(numbers of overses)		1,860				0.0%		2,144				0.0%		2,515				0.0%				1,092		246



				Numbers of opening stores(numbers in overseas）

				Total numbers of stores(numbers of overses)





IFRS

		■2015年3月期：IFRS連結業績予想シミュレーション ネン ガツ キ レンケツ ギョウセキ ヨソウ

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		実績 ジッセキ		J-GAAP						IFRS				差異 サイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				0

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,564				営業利益 エイギョウ リエキ		4,177				△ 3,387

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,994				税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		3,602				△ 3,392

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,606				当期利益 トウキ リエキ		1,985				29

								　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,956				△ 650



		↓実績のJ-GAAPとIFRSの差異を元にIFRS予算を試算 ジッセキ サイ モト ヨサン シサン												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		予想 ヨソウ		J-GAAP						IFRS				調整 チョウセイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		84,803				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		84,803				0

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,200				営業利益 エイギョウ リエキ		3,900				△ 3,300

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,928				税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		3,628				△ 3,300

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,132				当期利益 トウキ リエキ		1,762				30

								　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,732				△ 400		※調整 チョウセイ





Sheet4

		連結純損益計算書の差異 レンケツ ジュンソンエキ ケイサンショ サイ

																						（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		日本基準（J-GAAP） ニホン キジュン						①日本基準（J-GAAP）の表示組替 ニホン キジュン ヒョウジ クミカエ						②国際会計基準（IFRS） コクサイ カイケイ キジュン						差異②－① サイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		0

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		0

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		0

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 57,421				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 57,421				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 58,605				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 1,183		※1

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,564				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 1,849				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 2,155				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 306		※2

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		277				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		338				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		324				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		△ 14

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		△ 848				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 342				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 374				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 32

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,994				営業利益 エイギョウ リエキ		5,711				営業利益 エイギョウ リエキ		4,175				営業利益 エイギョウ リエキ		△ 1,536

		特別利益 トクベツ リエキ		172				金融収益 キンユウ シュウエキ		111				金融収益 キンユウ シュウエキ		206				金融収益 キンユウ シュウエキ		95		※3

		特別損失 トクベツ ソンシツ		△ 2,068				金融費用 キンユウ ヒヨウ		△ 646				金融費用 キンユウ ヒヨウ		△ 637				金融費用 キンユウ ヒヨウ		9

		税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		5,098				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 77				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 130				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 53		※4

		法人税等 ホウジンゼイ トウ		△ 2,429				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		5,098				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		3,614				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		△ 1,484

		少数株主調整前当期純利益 ショウスウ カブヌシ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		2,669				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		△ 2,429				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		△ 1,603				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		826		※5

		少数株主損益 ショウスウ カブヌシ ソンエキ		△ 29				当期利益 トウキ リエキ		2,669				当期利益 トウキ リエキ		2,011				当期利益 トウキ リエキ		△ 658

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,640				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		2,640				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,982				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		△ 658

								　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		29				　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		29				　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		0

																				IFRSと日本基準の主な差異 ニホン キジュン オモ サイ

																		※1		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		△ 869		定額法への遡及修正 テイガク ホウ ソキュウ シュウセイ

				日本基準（J-GAAP） ニホン キジュン				国際会計基準（IFRS） コクサイ カイケイ キジュン												租税公課 ソゼイ コウカ		△ 344		法人税等（均等割）より振替 ホウジンゼイ トウ キントウワリ フリカエ

		営業利益 エイギョウ リエキ		売上総利益－販売費及び一般管理費 ウリアゲ ソウリエキ ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				売上総利益－販売費及び一般管理費－減損損失＋その他の営業収益－その他の営業費用 ウリアゲ ソウリエキ ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ ゲンソン ソンシツ タ エイギョウ シュウエキ タ エイギョウ ヒヨウ												その他 タ		30

																				計 ケイ		△ 1,183

		経常利益 ケイジョウ リエキ		営業利益＋営業外収益－営業外費用 エイギョウ リエキ エイギョウガイ シュウエキ エイギョウガイ ヒヨウ				経常利益、特別損益の概念はなく、金融収益、金融費用及び持分法による投資損益以外は、営業利益に加減 ケイジョウ リエキ トクベツ ソンエキ ガイネン キンユウ シュウエキ キンユウ ヒヨウ オヨ モチブンポウ トウシ ソンエキ イガイ エイギョウ リエキ カゲン										※2		減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 251		割引後CFとの比較 ワリビキ アト ヒカク

																				減損損失（のれん） ゲンソン ソンシツ		△ 55		非償却分を減損 ヒ ショウキャク ブン ゲンソン

		金融収益 キンユウ シュウエキ		－				受取利息、為替差益等 ウケトリ リソク カワセ サエキ トウ												計 ケイ		△ 306

		金融費用 キンユウ ヒヨウ		－				支払利息、為替差損等 シハライ リソク カワセ サソン トウ										※3		受取利息 ウケトリ リソク		95		敷金保証金を償却原価に シキキン ホショウキン ショウキャク ゲンカ

																				計 ケイ		95

																		※4		持分法による投資損失 モチブンポウ トウシ ソンシツ		△ 86		全ての共同支配企業を持分法適用に スベ キョウドウ シハイ キギョウ モチブンポウ テキヨウ

																				持分法による投資損失 モチブンポウ トウシ ソンシツ		33		持分法のれんの非償却 モチブンポウ ヒ ショウキャク

																				計 ケイ		△ 53

																		※5		法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		345		均等割を租税公課に振替 キントウワリ ソゼイ コウカ フリカエ

																				法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		132		税率変更による修正 ゼイリツ ヘンコウ シュウセイ

																				法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		349		IFRS修正に係る税効果調整 シュウセイ カカ ゼイ コウカ チョウセイ

																				計 ケイ		826



表示組替

IFRS調整



世界ランキング

				世界外食企業ランキング（上場企業）上位10社

						企業名		国名		売上高
（百万ドル）		決算期		展開ブランド

				1		McDonald's Corporation 		アメリカ		28,106		41609		McDonald's

				2		Starbucks Corporation 		アメリカ		14,892		41518		Starbucks

				3		Yum Brands Inc 		アメリカ		13,084		41609		KFC/Pizza Hut/Taco Bell、他

				4		Darden Restaurants Inc 		アメリカ		6,286		41760		Red Lobster/Olive Garden/
LongHorn Steakhouse、他

				5		AUTOGRILL SPA 		イタリア		6,207		41609		FC含む250ブランド以上を展開

				6		ゼンショーホールディングス		日本		4,679		41699		すき家/ココス/はま寿司、他

				7		Bloomin Brands Inc		アメリカ		4,129		41609		OUTBACK STEAKHOUSE
/CARRABBA'S、他

				8		ARCOS DORADOS 
HOLDINGS INCORPORATED 		アルゼンチン		4,033		41609		（中南米、カリブ海エリアの
McDonald's franchisee）

				9		Chipotle Mexican Grill, Inc. 		アメリカ		3,215		41609		Chipotle

				10		TIM HORTONS INCORPORATED		カナダ		3,162		41609		Tim Hortons、他

				（出所）各社決算資料等よりみずほ銀行産業調査部作成





						McDonald's Corporation 		(		アメリカ		)		28,106

						Starbucks Corporation 		(		アメリカ		)		14,892

						Yum Brands Inc 		(		アメリカ		)		13,084

						Darden Restaurants Inc 		(		アメリカ		)		6,286

						AUTOGRILL SPA 		(		イタリア		)		6,207

						ゼンショーホールディングス		(		日本		)		4,679

						Bloomin Brands Inc		(		アメリカ		)		4,129

						ARCOS DORADOS 
HOLDINGS INCORPORATED 		(		アルゼンチン		)		4,033

						Chipotle Mexican Grill, Inc. 		(		アメリカ		)		3,215

						TIM HORTONS INCORPORATED		(		カナダ		)		3,162



						McDonald's Corporation (アメリカ)		28,106

						Starbucks Corporation (アメリカ)		14,892

						Yum Brands Inc (アメリカ)		13,084

						Darden Restaurants Inc (アメリカ)		6,286

						AUTOGRILL SPA (イタリア)		6,207

						ゼンショーホールディングス(日本)		4,679

						Bloomin Brands Inc(アメリカ)		4,129

						ARCOS DORADOS 
HOLDINGS INCORPORATED (アルゼンチン)		4,033

						Chipotle Mexican Grill, Inc. (アメリカ)		3,215

						TIM HORTONS INCORPORATED(カナダ)		3,162





						TIM HORTONS Inc.(カナダ)		3,162

						Chipotle Mexican Grill, Inc. (アメリカ)		3,215

						ARCOS DORADOS HD Inc. (アルゼンチン)		4,033

						Bloomin Brands Inc.(アメリカ)		4,129

						ゼンショーホールディングス(日本)		4,679

						AUTOGRILL SPA (イタリア)		6,207

						Darden Restaurants Inc. (アメリカ)		6,286

						Yum Brands Inc. (アメリカ)		13,084

						Starbucks Corporation (アメリカ)		14,892

						McDonald's Corporation (アメリカ)		28,106









						TIM HORTONS Inc.		3,162

						Chipotle Mexican Grill, Inc. 		3,215

						ARCOS DORADOS HD Inc. 		4,033

						Bloomin Brands Inc.		4,129

						ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.		4,679

						AUTOGRILL SPA 		6,207

						Darden Restaurants Inc. 		6,286

						Yum Brands Inc. 		13,084

						Starbucks Corporation 		14,892

						McDonald's Corporation 		28,106





						McDonald's Corporation 		28,106

						Starbucks Corporation 		14,892

						Yum Brands Inc. 		13,084

						Darden Restaurants Inc. 		6,286

						AUTOGRILL SPA 		6,207

						ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.		4,679

						Bloomin Brands Inc.		4,129

						ARCOS DORADOS HD Inc. 		4,033

						Chipotle Mexican Grill, Inc. 		3,215

						TIM HORTONS Inc.		3,162



TIM HORTONS Inc.(カナダ)	Chipotle Mexican Grill, Inc. (アメリカ)	ARCOS DORADOS HD Inc. (アルゼンチン)	Bloomin Brands Inc.(アメリカ)	ゼンショーホールディングス(日本)	AUTOGRILL SPA (イタリア)	Darden Restaurants Inc. (アメリカ)	Yum Brands Inc. (アメリカ)	Starbucks Corporation (アメリカ)	McDonald's Corporation (アメリカ)	3162	3215	4033	4129	4679	6207	6286	13084	14892	28106	McDonald's Corporation 	Starbucks Corporation 	Yum Brands Inc. 	Darden Restaurants Inc. 	AUTOGRILL SPA 	ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.	Bloomin Brands Inc.	ARCOS DORADOS HD Inc. 	Chipotle Mexican Grill, Inc. 	TIM HORTONS Inc.	28106	14892	13084	6286	6207	4679	4129	4033	3215	3162	

基礎資料

		ＢＩ　「月別・日別推移」　→　「当月レート」　は、前月末のレートを採用 ツキベツ ヒ ベツ スイイ トウゲツ ゼンゲツ マツ サイヨウ

		閉店日　＞＝2016/03/31　（3/31以前に閉店した店舗は含まない） 　 開店日　＜＝2015/12/31（12/31以前に開店した店舗を含む）　など　　を選択 ヘイ テン テンポ フク カイテン ヒ イゼン カイテン テンポ フク

		*は取る ト

		開店、閉店の情報は、右クリックでロックする カイテン ヘイテン ジョウホウ ミギ

		⇒　2016/1/1から03/31まで、ひと月フルで営業していた店舗を対象にしている ツキ エイギョウ テンポ タイショウ

		1Q		閉店日　＞＝2018/3/31　		開店日 ＜＝2017/12/31

		2Q		閉店日　＞＝2018/06/30　		開店日 ＜＝2017/12/31

		3Q		閉店日　＞＝2018/09/30　		開店日 ＜＝2017/12/31

		4Q		閉店日　＞＝2018/12/31　		開店日 ＜＝2017/12/31

		※台湾は注意 タイワン チュウイ

		※丸亀製麺だけ絞る マ シボ

		アメリカ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		11,037,015		1,236,035,309		0		-		944,199,552		130.91%		1,085,440		887,294		122.3%		1,139		0		-		-		-		-		-		3

		2018/01		934,634		104,669,658		0		-		67,798,467		154.38%		94,437		67,217		140.5%		1,108		0		-		-		-		-		-

		2018/02		865,529		96,930,585		0		-		58,289,841		166.29%		86,893		58,009		149.8%		1,116		0		-		-		-		-		-

		2018/03		940,247		105,298,244		0		-		62,867,453		167.49%		93,828		62,064		151.2%		1,122		0		-		-		-		-		-

		2018/04		879,409		98,484,986		0		-		62,713,474		157.04%		88,931		61,268		145.2%		1,107		0		-		-		-		-		-

		2018/05		923,118		103,380,016		0		-		66,076,146		156.46%		92,310		63,938		144.4%		1,120		0		-		-		-		-		-

		2018/06		891,830		99,876,097		0		-		65,094,909		153.43%		89,438		63,065		141.8%		1,117		0		-		-		-		-		-

		2018/07		918,801		102,896,533		0		-		71,199,415		144.52%		91,340		67,966		134.4%		1,127		0		-		-		-		-		-

		2018/08		933,509		104,543,639		0		-		75,557,404		138.36%		90,175		71,798		125.6%		1,159		0		-		-		-		-		-

		2018/09		902,763		101,100,405		0		-		89,716,330		112.69%		87,740		82,737		106.0%		1,152		0		-		-		-		-		-

		2018/10		904,814		101,330,172		0		-		108,372,002		93.50%		87,870		96,758		90.8%		1,153		0		-		-		-		-		-

		2018/11		902,780		101,102,360		0		-		107,716,571		93.86%		87,338		96,159		90.8%		1,158		0		-		-		-		-		-

		2018/12		1,039,580		116,422,613		0		-		108,797,539		107.01%		95,140		96,315		98.8%		1,224		0		-		-		-		-		-

						34,334,314										30,151						1,139

						34,334

		韓国 カンコク

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		6,706,938,740		670,693,874		0		-		680,174,538		98.61%		755,090		803,853		93.9%		888		0		-		-		-		-		-		10

		2018/01		566,061,780		56,606,178		0		-		57,115,579		99.11%		66,453		66,098		100.5%		852		0		-		-		-		-		-

		2018/02		520,514,890		52,051,489		0		-		52,995,374		98.22%		60,381		61,720		97.8%		862		0		-		-		-		-		-

		2018/03		572,189,740		57,218,974		0		-		50,865,872		112.49%		66,336		59,949		110.7%		863		0		-		-		-		-		-

		2018/04		541,064,440		54,106,444		0		-		54,753,092		98.82%		60,522		65,413		92.5%		894		0		-		-		-		-		-

		2018/05		564,352,660		56,435,266		0		-		57,043,792		98.93%		63,559		68,308		93.0%		888		0		-		-		-		-		-

		2018/06		535,459,550		53,545,955		0		-		56,203,125		95.27%		60,112		67,006		89.7%		891		0		-		-		-		-		-

		2018/07		605,035,010		60,503,501		0		-		59,664,308		101.41%		68,244		70,970		96.2%		887		0		-		-		-		-		-

		2018/08		600,337,740		60,033,774		0		-		60,273,538		99.60%		67,212		71,770		93.6%		893		0		-		-		-		-		-

		2018/09		539,093,950		53,909,395		0		-		54,244,144		99.38%		58,602		64,180		91.3%		920		0		-		-		-		-		-

		2018/10		551,903,530		55,190,353		0		-		56,888,227		97.02%		61,414		67,561		90.9%		899		0		-		-		-		-		-

		2018/11		542,895,370		54,289,537		0		-		57,939,978		93.70%		59,548		68,212		87.3%		912		0		-		-		-		-		-

		2018/12		568,030,080		56,803,008		0		-		62,187,509		91.34%		62,707		72,666		86.3%		906		0		-		-		-		-		-

						5,589,116										6,292						888

						5,589

		台湾 タイワン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計				2,971,667,163										4,616,338								0		-		-		-		-		-		28

		2018/04		73,235,984		262,917,183		0		-		251,137,520		104.69%		389,494		407,124		95.7%		675		0		-		-		-		-		-

		2018/05		68,393,158		245,531,437		0		-		257,344,792		95.41%		378,505		388,993		97.3%		649		0		-		-		-		-		-

		2018/06		71,168,994		255,496,688		0		-		254,627,460		100.34%		391,780		386,317		101.4%		652		0		-		-		-		-		-

		2018/07		77,465,930		278,102,689		0		-		291,768,623		95.32%		431,510		435,155		99.2%		644		0		-		-		-		-		-

		2018/08		68,986,210		247,660,494		0		-		279,460,312		88.62%		400,710		422,766		94.8%		618		0		-		-		-		-		-

		2018/09		66,685,851		239,402,205		0		-		209,331,593		114.37%		368,591		319,832		115.2%		650		0		-		-		-		-		-

		2018/10		65,631,275		235,616,277		0		-		262,058,946		89.91%		359,469		395,002		91.0%		655		0		-		-		-		-		-

		2018/11		60,463,169		217,062,777		0		-		238,986,853		90.83%		350,028		358,597		97.6%		620		0		-		-		-		-		-

		2018/12		74,003,339		265,671,987		0		-		270,622,985		98.17%		418,034		405,124		103.2%		636		0		-		-		-		-		-

		2019/01		66,674,732		239,362,288		0		-		229,919,385		104.11%		376,272		353,655		106.4%		636		0		-		-		-		-		-

		2019/02		68,961,950		247,573,401		0		-		271,017,195		91.35%		380,474		385,962		98.6%		651		0		-		-		-		-		-

		2019/03		66,091,849		237,269,738		0		-		236,765,436		100.21%		371,471		349,155		106.4%		639		0		-		-		-		-		-

						8,844,248										13,739						644

						8,844

		ロシア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		249,820,501		489,648,182		0		-		606,340,489		80.75%		619,308		768,902		80.5%		791		0		-		-		-		-		-		7

		2018/01		23,475,281		46,011,550		0		-		37,642,492		122.23%		57,336		48,483		118.3%		802		0		-		-		-		-		-

		2018/02		23,467,768		45,996,825		0		-		41,677,393		110.36%		58,371		53,890		108.3%		788		0		-		-		-		-		-

		2018/03		28,161,829		55,197,185		0		-		55,066,665		100.24%		69,347		70,917		97.8%		796		0		-		-		-		-		-

		2018/04		29,134,888		57,104,380		0		-		51,409,079		111.08%		71,632		65,798		108.9%		797		0		-		-		-		-		-

		2018/05		28,300,303		55,468,594		0		-		51,420,349		107.87%		69,890		66,385		105.3%		794		0		-		-		-		-		-

		2018/06		29,105,898		57,047,559		0		-		51,120,385		111.59%		69,055		62,666		110.2%		826		0		-		-		-		-		-

		2018/07		26,761,752		52,453,033		0		-		47,238,507		111.04%		64,403		59,162		108.9%		814		0		-		-		-		-		-

		2018/08		25,422,365		49,827,835		0		-		46,456,545		107.26%		61,844		62,566		98.8%		806		0		-		-		-		-		-

		2018/09		11,250,390		22,050,764		0		-		56,269,767		39.19%		30,150		69,913		43.1%		731		0		-		-		-		-		-

		2018/10		12,932,184		25,347,080		0		-		59,012,452		42.95%		35,088		73,440		47.8%		722		0		-		-		-		-		-

		2018/11		11,807,845		23,143,376		0		-		56,289,703		41.11%		32,192		69,802		46.1%		719		0		-		-		-		-		-

		2018/12		0		0		0		-		52,737,152		0.00%		0		65,880		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

						6,359,067										8,043						791

						6,359

		中国 チュウゴク

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		253,847,903		4,257,029,327		0		-		4,276,874,170		99.54%		6,629,104		6,377,268		103.9%		642		0		-		-		-		-		-		69

		2018/01		21,499,479		360,546,268		0		-		354,313,915		101.76%		547,348		520,677		105.1%		659		0		-		-		-		-		-

		2018/02		19,902,231		333,760,419		0		-		317,080,764		105.26%		517,272		471,878		109.6%		645		0		-		-		-		-		-

		2018/03		21,157,732		354,815,159		0		-		340,711,334		104.14%		537,201		509,587		105.4%		660		0		-		-		-		-		-

		2018/04		20,238,475		339,399,222		0		-		339,685,662		99.92%		510,965		494,047		103.4%		664		0		-		-		-		-		-

		2018/05		20,188,411		338,559,649		0		-		350,489,524		96.60%		559,414		518,800		107.8%		605		0		-		-		-		-		-

		2018/06		21,499,488		360,546,409		0		-		380,465,857		94.76%		654,384		552,143		118.5%		551		0		-		-		-		-		-

		2018/07		24,090,931		404,004,918		0		-		401,912,616		100.52%		634,219		600,567		105.6%		637		0		-		-		-		-		-

		2018/08		23,709,415		397,606,893		0		-		391,397,135		101.59%		601,990		597,178		100.8%		660		0		-		-		-		-		-

		2018/09		20,247,900		339,557,280		0		-		340,705,766		99.66%		521,964		521,082		100.2%		651		0		-		-		-		-		-

		2018/10		20,449,485		342,937,857		0		-		340,641,385		100.67%		529,361		522,324		101.3%		648		0		-		-		-		-		-

		2018/11		19,610,734		328,872,006		0		-		339,044,797		97.00%		504,097		506,954		99.4%		652		0		-		-		-		-		-

		2018/12		21,253,622		356,423,248		0		-		380,425,416		93.69%		510,889		562,031		90.9%		698		0		-		-		-		-		-

						5,141,340										8,006						642

						5,141

		タイ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		136,089,230		485,838,550		0		-		539,844,041		90.00%		876,307		1,107,020		79.2%		554		0		-		-		-		-		-		22

		2018/01		13,421,005		47,912,987		0		-		40,074,580		119.56%		101,773		76,489		133.1%		471		0		-		-		-		-		-

		2018/02		11,488,032		41,012,276		0		-		37,324,473		109.88%		84,617		71,707		118.0%		485		0		-		-		-		-		-

		2018/03		12,723,835		45,424,091		0		-		42,611,486		106.60%		94,942		86,311		110.0%		478		0		-		-		-		-		-

		2018/04		12,840,018		45,838,865		0		-		45,051,056		101.75%		95,161		92,636		102.7%		482		0		-		-		-		-		-

		2018/05		12,432,458		44,383,875		0		-		37,668,891		117.83%		93,249		81,002		115.1%		476		0		-		-		-		-		-

		2018/06		12,305,931		43,932,174		0		-		45,718,692		96.09%		93,433		93,906		99.5%		470		0		-		-		-		-		-

		2018/07		12,344,254		44,068,987		0		-		46,736,223		94.29%		94,490		97,973		96.4%		466		0		-		-		-		-		-

		2018/08		12,112,614		43,242,032		0		-		48,688,249		88.81%		92,877		100,836		92.1%		466		0		-		-		-		-		-

		2018/09		11,428,445		40,799,549		0		-		49,654,757		82.17%		86,171		101,589		84.8%		473		0		-		-		-		-		-

		2018/10		5,156,638		18,409,197		0		-		46,566,077		39.53%		39,594		96,613		41.0%		465		0		-		-		-		-		-

		2018/11		7,520,459		26,848,037		0		-		46,014,052		58.35%		0		94,430		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

		2018/12		12,315,541		43,966,481		0		-		53,735,506		81.82%		0		113,528		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

						1,840,298										3,319						554

						1,840

		カンボジア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		723,052		80,974,591		0		-		79,876,540		101.37%		174,243		162,171		107.4%		465		0		-		-		-		-		-		1

		2018/01		60,902		6,820,403		0		-		5,835,079		116.89%		16,075		11,579		138.8%		424		0		-		-		-		-		-

		2018/02		54,361		6,087,933		0		-		5,431,325		112.09%		14,896		10,550		141.2%		409		0		-		-		-		-		-

		2018/03		61,330		6,868,311		0		-		6,083,072		112.91%		16,130		11,790		136.8%		426		0		-		-		-		-		-

		2018/04		62,016		6,945,199		0		-		6,234,230		111.40%		15,308		12,235		125.1%		454		0		-		-		-		-		-

		2018/05		55,382		6,202,267		0		-		6,263,222		99.03%		13,486		12,003		112.4%		460		0		-		-		-		-		-

		2018/06		57,645		6,455,609		0		-		6,783,814		95.16%		14,438		13,411		107.7%		447		0		-		-		-		-		-

		2018/07		55,777		6,246,474		0		-		7,030,093		88.85%		13,565		14,230		95.3%		460		0		-		-		-		-		-

		2018/08		61,259		6,860,382		0		-		7,381,441		92.94%		13,868		17,560		79.0%		495		0		-		-		-		-		-

		2018/09		56,863		6,368,142		0		-		6,971,815		91.34%		12,830		16,316		78.6%		496		0		-		-		-		-		-

		2018/10		66,844		7,485,806		0		-		7,285,194		102.75%		15,078		8,131		185.4%		496		0		-		-		-		-		-

		2018/11		61,908		6,933,024		0		-		7,221,156		96.01%		13,870		16,264		85.3%		500		0		-		-		-		-		-

		2018/12		68,765		7,701,041		0		-		7,356,099		104.69%		14,699		18,102		81.2%		524		0		-		-		-		-		-

						6,747,883										14,520						465

						6,748



		フィリピン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		69,533,573		157,145,876		0		-		51,237,143		306.70%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-		1

		2018/01		5,292,606		11,961,289		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/02		5,112,480		11,554,205		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/03		5,498,906		12,427,527		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/04		5,373,300		12,143,657		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/05		5,335,998		12,059,355		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/06		5,364,759		12,124,355		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/07		5,704,955		12,893,197		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/08		5,886,499		13,303,488		0		-		6,529,648		203.74%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/09		5,779,436		13,061,526		0		-		10,703,669		122.03%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/10		6,103,613		13,794,166		0		-		10,936,373		126.13%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/11		7,099,325		16,044,475		0		-		10,674,562		150.31%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/12		6,981,697		15,778,635		0		-		12,392,892		127.32%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

						13,095,490										0						ERROR:#DIV/0!

						13,095



				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン				検算 ケンザン

				アメリカ (本土・ハワイ） ホンド		34,334		30,151		1,139				30,151		0				9364837.1399935

				韓国 カンコク		5,589		6,292		888				6,292		0				16312.6546754795

				台湾 タイワン		8,844		13,739		644				13,739		0

				カンボジア		6,748		14,520		465				14,520		0

				ロシア（持分）		6,359		8,043		791				8,043		0

				中国（持分） チュウゴク モチブン		5,141		8,006		642				8,006		0

				タイ（持分）		1,840		3,319		554				3,319		0



				日本 ニホン		9,364		16,312		574				16,314		(2)



				Overseas Marugame Seimen brand　Basic information						(Monthly data per store)

						Sales
 (1,000 yen)		# of Guests
 (person)		Sales per Guest
 (yen)

				USA		34,334		30,151		1,139

				South Korea		5,589		6,292		888

				Taiwan (ROC)		8,844		13,739		644

				Cambodia		6,748		14,520		465

				Russia<JV>		6,359		8,043		791

				China(PRC) <JV>		5,141		8,006		642

				Thailand <JV>		1,840		3,319		554



				Japan		9,364		16,312		574

				過去データ カコ

				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン

				アメリカ		26,129		27,025		967

				韓国 カンコク		5,290		7,119		743

				台湾 タイワン		11,937		22,143		539

				ロシア（持分）		7,198		9,602		750

				中国（持分） チュウゴク モチブン		7,092		11,545		614

				タイ（持分）		2,457		4,910		500



				日本 ニホン		9,000		16,393		548







				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン

				アメリカ		31,554		31,756		994

				韓国 カンコク		6,005		7,465		804

				台湾 タイワン		16,033		24,226		662

				ロシア（持分）		7,736		10,644		727

				中国（持分） チュウゴク モチブン		8,479		12,302		689

				タイ（持分）		3,160		5,895		536



				日本 ニホン		8,836		16,213		545









Sheet8

		ＢＩ　「月別・日別推移」　→　「当月レート」　は、前月末のレートを採用

		閉店日　＞＝2016/03/31　（3/31以前に閉店した店舗は含まない） 　 開店日　＜＝2015/12/31（12/31以前に開店した店舗を含む）　など　　を選択

		*は取る

		開店、閉店の情報は、右クリックでロックする

		⇒　2016/1/1から03/31まで、ひと月フルで営業していた店舗を対象にしている

		1Q		閉店日　＞＝2019/3/31　		開店日 ＜＝2018/12/31

		2Q		閉店日　＞＝2019/06/30　		開店日 ＜＝2018/12/31

		3Q		閉店日　＞＝2019/09/30　		開店日 ＜＝2018/12/31

		4Q		閉店日　＞＝2019/12/31　		開店日 ＜＝2018/12/31

		※台湾は注意

		※丸亀製麺だけ絞る

		アメリカ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		3,775,772		420,005,085		0		-		305,840,278		137.33%		337,051		275,982		122.1%		1,246		0		-		-		-		-		-		5

		2019/01		1,330,758		146,330,201		0		-		103,856,746		140.90%		119,232		95,555		124.8%		1,227		0		-		-		-		-		-

		2019/02		1,184,941		132,559,354		0		-		96,738,622		137.03%		106,025		86,846		122.1%		1,250		0		-		-		-		-		-

		2019/03		1,260,073		141,115,529		0		-		105,244,911		134.08%		111,794		93,581		119.5%		1,262		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						28,000,339										22,470						1,246

						28,000

		韓国

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		1,580,603,090		158,813,746		0		-		166,848,993		95.18%		168,792		193,299		87.3%		941		0		-		-		-		-		-		10

		2019/01		531,204,040		53,226,645		0		-		56,384,924		94.40%		56,111		66,028		85.0%		949		0		-		-		-		-		-

		2019/02		497,843,510		50,431,548		0		-		53,101,644		94.97%		52,356		60,794		86.1%		963		0		-		-		-		-		-

		2019/03		551,555,540		55,155,554		0		-		57,362,425		96.15%		60,325		66,477		90.7%		914		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						5,293,792										5,626						941

						5,294

		台湾

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		232,899,909		816,303,255		0		-		758,783,227		107.58%		1,329,643		1,181,087		112.6%		614		0		-		-		-		-		-		31

		2019/04		73,674,211		265,227,160		0		-		261,160,848		101.56%		416,169		386,621		107.6%		637		0		-		-		-		-		-

		2019/05		75,733,337		260,522,679		0		-		238,959,394		109.02%		427,957		385,683		111.0%		609		0		-		-		-		-		-

		2019/06		83,492,361		290,553,416		0		-		258,662,985		112.33%		485,517		408,783		118.8%		598		0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

		2020/01																						0		-		-		-		-		-

		2020/02																						0		-		-		-		-		-

		2020/03																						0		-		-		-		-		-

						8,777,454										14,297						614

						8,777

		ロシア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計																						0		-		-		-		-		-		7

		2019/01																						0		-		-		-		-		-

		2019/02																						0		-		-		-		-		-

		2019/03																						0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						0										0						ERROR:#DIV/0!

						0

		中国

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		69,477,772		1,162,673,494		0		-		1,061,504,165		109.53%		1,630,424		1,625,313		100.3%		713		0		-		-		-		-		-		82

		2019/01		24,548,265		406,273,781		0		-		355,683,668		114.22%		572,525		567,131		101.0%		710		0		-		-		-		-		-

		2019/02		20,942,029		354,129,712		0		-		339,296,373		104.37%		481,953		503,492		95.7%		735		0		-		-		-		-		-

		2019/03		23,987,478		402,270,001		0		-		366,524,124		109.75%		575,946		554,690		103.8%		698		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						4,726,315										6,628						713

						4,726

		タイ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		34,435,354		123,136,542		0		-		136,646,473		90.11%		253,698		284,956		89.0%		485		0		-		-		-		-		-		24

		2019/01		11,696,125		41,638,205		0		-		46,666,141		89.23%		86,060		99,389		86.6%		484		0		-		-		-		-		-

		2019/02		10,642,945		38,314,601		0		-		42,171,387		90.85%		78,347		86,202		90.9%		489		0		-		-		-		-		-

		2019/03		12,096,285		43,183,736		0		-		47,808,945		90.33%		89,291		99,365		89.9%		484		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						1,710,230										3,524						485

						1,710

		カンボジア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		212,624		23,661,393		0		-		19,685,795		120.20%		44,272		47,403		93.4%		534		0		-		-		-		-		-		1

		2019/01		70,102		7,708,390		0		-		6,646,907		115.97%		14,847		15,975		92.9%		519		0		-		-		-		-		-

		2019/02		67,257		7,524,062		0		-		6,105,202		123.24%		14,023		14,947		93.8%		537		0		-		-		-		-		-

		2019/03		75,265		8,428,942		0		-		6,933,686		121.57%		15,402		16,481		93.5%		547		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						7,887,131										14,757						534

						7,887



		フィリピン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		63,548,033		143,724,744		0		-		52,754,174		272.44%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-		4

		2019/01		20,170,105		45,181,036		0		-		11,837,618		381.67%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/02		12,739,773		29,301,477		0		-		13,061,748		224.33%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/03		30,638,155		69,242,230		0		-		27,854,807		248.58%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/04														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/05														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/06														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/07														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/08														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/09														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/10														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/11														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/12														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

						11,977,062										0						ERROR:#DIV/0!

						11,977



				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)				検算

				アメリカ (本土・ハワイ）		28,000		22,470		1,246				22,470		0				9364837.1399935

				韓国		5,294		5,626		941				5,626		0				16312.6546754795

				台湾		8,777		14,297		614				14,297		0

				カンボジア		7,887		14,757		534				14,757		0

				ロシア（持分）		0		0		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				中国（持分）		4,726		6,628		713				6,628		0

				タイ（持分）		1,710		3,524		485				3,524		0



				日本		9,813		17,685		555				17,681		4



				Overseas Marugame Seimen brand　Basic information						(Monthly data per store)

						Sales
 (1,000 yen)		# of Guests
 (person)		Sales per Guest
 (yen)

				USA		28,000		22,470		1,246

				South Korea		5,294		5,626		941

				Taiwan (ROC)		8,777		14,297		614

				Cambodia		7,887		14,757		534

				China(PRC) <JV>		4,726		6,628		713

				Thailand <JV>		1,710		3,524		485



				Japan		9,813		17,685		555

				過去データ

				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)

				アメリカ		26,129		27,025		967

				韓国		5,290		7,119		743

				台湾		11,937		22,143		539

				ロシア（持分）		7,198		9,602		750

				中国（持分）		7,092		11,545		614

				タイ（持分）		2,457		4,910		500



				日本		9,000		16,393		548







				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)

				アメリカ		31,554		31,756		994

				韓国		6,005		7,465		804

				台湾		16,033		24,226		662

				ロシア（持分）		7,736		10,644		727

				中国（持分）		8,479		12,302		689

				タイ（持分）		3,160		5,895		536



				日本		8,836		16,213		545









株主還元

				配当の推移

						2012年3月期		2014年
3月期		2015年
3月期		2016年
3月期		2017年
3月期		2018年
3月期		2019年
3月期		2020年
3月期
(予想) ヨソウ

				1株当たりの
年間配当額 ア		15円50銭		8円00銭		10円00銭		24円00銭		26円00銭		26円50銭		1円50銭		12円50銭

				配当性向		19.90%		37.00%		20.50%		19.90%		20.00%		24.68%		24.10%		20.56%



																										株主優待の内容

																										保有株式数		優待内容		継続保有優遇 ケイゾク ホユウ ユウグウ

																										実施回数 ジッシ カイスウ		年2回 ネン カイ		左記に追加 サキ ツイカ		年2回 ネン カイ

																										100株以上～200株未満		4,000円相当の割引券 ワリビキケン				ー

																										200株以上～500株未満		4,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン

																										500株以上～1,000株未満		10,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン

																										1,000株以上		15,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン



				Changes in Dividends

						Year ended March 31, 2012		Year ended March 31, 2014		Year ended March 31, 2015		Year ended March 31, 2016		Year ended March 31, 2017		Year ended March 31, 2018		Year ended March 31, 2019		Year ended March 31, 2020
(estimated)

				Annual dividend per share		15.50yen		8.00yen		10.00yen		24.00yen		26.00yen		26.50yen		1.50yen		12.50yen																Annual dividend per share

				Dividend payout ratio		19.90%		37.00%		20.50%		19.90%		20.00%		20.00%		24.10%		20.56%																Dividend payout ratio



																										Shareholder incentives

																										Number of shares		Incentive		Preferential treatment for continuous holding

																										The number of times		Twice a year		Twice a year						Shareholder incentives

																										100 - 200		4,000 yen value coupon 		Add to left		-				Shareholder incentives

																										200 - 500		4,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 

																										500 - 1,000		10,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 

																										1,000+  		15,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 





丸亀製麺　既存店

																																				Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar

						2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		2018年
3月期 ネン ガツキ		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		10月																												2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月 ガツ		2月		3月		4月 ガツ		5月 ガツ		6月

						FY 2015		FY 2016		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep						FY 2015		FY 2016		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun

						FY 2015		FY 2016		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		FY 2017 		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月						FY 2015		FY 2016		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar

				Net Sales		106.7%		103.8%		104.8%		105.2%		107.0%		110.2%		104.2%		105.1%		100.6%		100.5%		107.6%		103.2%		103.1%		101.1%		104.4%		103.3%		94.4%		97.9%		96.3%		95.2%		92.2%		96.5%		101.8%		96.3%		97.6%		96.8%		99.6%		96.7%		110.1%		105.7%		103.0%		106.2%		111.3%						2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月

				# of guests - Head count		101.8%		103.0%		104.1%		102.5%		102.5%		104.2%		98.6%		101.4%		99.1%		98.6%		101.7%		99.7%		99.5%		98.2%		100.8%		97.6%		91.0%		95.2%		99.8%		97.5%		93.0%		93.9%		99.6%		96.1%		94.9%		96.6%		98.7%		99.0%		122.6%		106.6%		99.3%		104.1%		111.5%				売上 ウリアゲ		106.7%		103.8%		104.4%		103.3%		94.4%		97.9%		96.3%		95.2%		92.2%		96.5%		101.8%		96.3%								97%		110%		106%

				Sales per guest  - Average soend per head		106.7%		100.9%		100.7%		102.6%		104.4%		105.8%		105.7%		103.7%		101.5%		101.9%		105.8%		103.5%		103.7%		102.9%		103.5%		105.8%		103.8%		102.9%		96.5%		97.7%		99.1%		102.8%		102.2%		100.2%		102.9%		100.2%		100.9%		97.7%		89.8%		99.1%		103.7%		101.9%		99.9%				客数 キャクスウ		101.8%		103.0%		100.8%		97.6%		91.0%		95.2%		99.8%		97.5%		93.0%		93.9%		99.6%		96.1%								99%		123%		107%

																																				0%		1.30%		-1.42%		1.31%		2.16%		-3.53%		2.12%		1.36%		-1.32%						-2.1%		0.3%		-2.8%		-1.8%		1.7%		-1.2%		0.6%				客単価 キャクタンカ		106.7%		100.9%		103.5%		105.8%		103.8%		102.9%		96.5%		97.7%		99.1%		102.8%		102.2%		100.2%								98%		90%		99%

																																		売上 ウリアゲ

																																補正後 ホセイ ゴ		客数 キャクスウ		97.6%		92.3%		93.8%		101.1%		99.7%		89.5%		96.0%		101.0%		94.8%		94.9%		96.6%		96.6%		99.3%		119.8%		104.8%		101.0%		102.9%		112.1%

																																		客単価 キャクタンカ		105.8%		103.8%		102.9%		96.5%		97.7%		99.1%		102.8%		102.2%		100.2%		102.9%		100.2%		100.9%		97.7%		89.8%		99.1%		103.7%		101.9%		99.9%

				Net Sales																																																																						Net Sales

				# of guests - Head count																																																																						# of guests - Head count

				Sales per guest  - Average soend per head																																																																						Sales per guest  - Average soend per head



				売上 ウリアゲ																																																																						売上 ウリアゲ

				客数 キャクスウ																																																																						客数 キャクスウ

				客単価 キャクタンカ																																																																						客単価 キャクタンカ



																																		CM		110.0%		110.4%		79.4%		125.7%		73.0%		93.0%



				売上 ウリアゲ																																																																						売上 ウリアゲ

				客数 キャクスウ																																																																						客数 キャクスウ

				客単価 キャクタンカ																																																																						客単価 キャクタンカ



																																				0.9229357851
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Sheet1

				FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018.2Q

				8,084,319		8,375,678		8,820,127		9,151,859		9,515,486		9,393,999

				8,084		8,376		8,820		9,152		9,515		9,394

												117.7%		112.2%

												1,431

				2013.04-2014.03		2014.04-2015.03		2015.04-2016.03		2016.04-2017.03		2017.04-2018.03		2018.04-2019.03

				2014年
3月期 ネン ガツキ		2015年
3月期 ネン ガツキ		2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		2019年
3月期3Q ネン ガツキ

				8,084,319		8,375,678		8,821,908		9,153,590		9,517,802		9290333.95227737

				8,084		8,376		8,822		9,154		9,518		9,290

												117.7%		114.9%

												1,433,483		1,206,015

				FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018.2Q

				2014年
3月期 ネン ガツキ		2015年
3月期 ネン ガツキ		2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		2019年
3月期3Q ネン ガツキ



2014年	
3月期	2015年	
3月期	2016年	
3月期	2017年	
3月期	2018年	
3月期	2019年	
3月期3Q	8084.3188461100035	8375.6776849462367	8821.9075525010794	9153.5900605864608	9517.8017006252685	9290.3339522773695	

IFRS16

				大きな変更点は、これまでのファイナンス・リースとオペレーティング・リースという分類がなくなり、あらゆるリースが資産計上されることだ。その結果、莫大な金額のリースが企業会計上に表面化することとなる。さらに、損益計算書上では、ほとんどのオペレーティング・リースの初期の影響が大きくなる。つまり、リースの初期費用が上がる。



				2019年の新基準適用以降、上場企業は2017年と18年の財務諸表にさかのぼって新基準適用を求められることとなる。非上場企業に関しても、同様に2018年と19年にさかのぼって適用となる。

				BS												ＰＬ

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				資産 シサン		○						○●				売上 ウリアゲ

				負債 フサイ		○						○●				販管費 ハ				●

																ＥＢＩＴＤＡ

				簿外 ボガイ				●								減価償却 ゲンカ ショウキャク		○						○●

																営業利益 エイギョウ リエキ

																財務費用 ザイム ヒヨウ		○						○●

																税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ





Sheet2

																								（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS（2019/4/1）※												ＰＬ(2019/4/1～2020/3/31)※

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								84,530				売上 ウリアゲ

				リース資産 シサン		5,658										販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン				15,443

				リース負債 フサイ		3,536						82,407				ＥＢＩＴＤＡ

																減価償却 ゲンカ ショウキャク		○						14,584

				簿外 ボガイ				●								営業利益 エイギョウ リエキ

																財務費用 ザイム ヒヨウ		○						498

																税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ



				BS（新規計上額）※ シンキ ケイジョウ ガク

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								78,872

				リース資産 シサン		○

				リース負債 フサイ		○						78,872



				簿外 ボガイ				●

				※IFRS16影響額に関しましては、将来期間の為替レートが不明、減損が未確定、社宅データが最新のものではないなど、

				数値の変動要素はありますので、その点はご留意ください。





Sheet3

																								（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS（2019/4/1）												ＰＬ(2019/4/1～2020/3/31)

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								84,530				売上 ウリアゲ

				リース資産 シサン		5,658										販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン				15,443

				リース負債 フサイ		3,536						82,407				ＥＢＩＴＤＡ

																減価償却 ゲンカ ショウキャク								14,584

				BS（新規計上額） シンキ ケイジョウ ガク												営業利益 エイギョウ リエキ

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン				財務費用 ザイム ヒヨウ								498

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース				税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ

				使用権資産 シヨウケン シサン								78,872

				リース資産 シサン

				リース負債 フサイ								78,872

				※IFRS16影響額に関しましては、将来期間の為替レートが不明、減損が未確定、社宅データが最新のものではないなど、

				数値の変動要素はありますので、その点はご留意ください。





Sheet6

																				（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS期首影響額 キシュ エイキョウガク										ＰＬ影響額(2019/4/1～2019/6/30) エイキョウガク

						旧会計基準(2019/3/31現在) キュウ カイケイ キジュン ゲンザイ		新基準により
追加的に認識(2019/4/1現在) シン キジュン ツイカテキ ニンシキ ゲンザイ		合計 ゴウケイ						旧会計基準 キュウ		IFRS16
影響額 エイキョウガク		新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース

				使用権資産 シヨウケン シサン				78,094		78,094				売上 ウリアゲ		39,212		0		39,212

				有形リース資産(期末帳簿価額) ユウケイ シサン キマツ チョウボ カガク		2,364				2,364				販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン		4,555		-3,735		819

				リース負債 フサイ		3,536		79,928		83,464				ＥＢＩＴＤＡ		3,653		3,624		7,277

				利益剰余金の減少(税効果会計等考慮後) リエキ ジョウヨキン ゲンショウ ゼイ コウカ カイケイ トウ コウリョ ゴ				880		880				減価償却 ゲンカ ショウキャク		1,126		3,624		4,751

														営業利益 エイギョウ リエキ		1,940		111		2,051

														金融費用 キンユウ ヒヨウ		345		124		469

														税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ		1,382		-13		1,369
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						2019年
3月 ネン ガツ		2020年
3月 ネン ガツ		2021年
3月 ネン ガツ		2022年
3月 ネン ガツ								2026年
3月 ネン ガツ				2019年
3月 ネン ガツ		2020年
3月 ネン ガツ		2021年
3月 ネン ガツ		2022年
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Sheet7

				現状 ゲンジョウ												修正案 シュウセイ アン

						店舗数 テンポ スウ		売上（億円） ウリアゲ オク エン		売上（億円）
/店 ウリアゲ オク エン テン		月商（万円）
/店 ゲツ ショウ マン エン テン						店舗数 テンポ スウ		売上（億円） ウリアゲ オク エン		売上（億円）
/店 ウリアゲ オク エン テン		月商（万円）
/店 ゲツ ショウ マン エン テン

				北米 ホクベイ		1,000		1,000		1.0		833				北米 ホクベイ		1,000		1,000		1.0		833

				中南米 チュウナンベイ		200		100		0.5		417				中南米 チュウナンベイ		200		150		0.8		625

				欧州(+中東） オウシュウ チュウトウ		500		50		0.1		83		⇒		欧州(+中東） オウシュウ チュウトウ		500		350		0.7		583

				アジア		2,300		1,350		0.6		489				アジア		2,000		1,250		0.6		521

				日本 ニホン		2,000		2,500		1.3		1,042				日本 ニホン		2,000		2,000		1.0		833

																　TDJ以外 イガイ		300		250		0.8		694

						6,000		5,000		0.8		694						6,000		5,000		0.8		694
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リース債務使用権資産

IFRS第16号 新基準導入に伴う影響（補足）

15

B/S P&L

諸資産

諸負債

純資産

IFRS第16号適用による会計基準の変更について

 賃貸借契約に基づく資産と負債がオンバ
ランスされる

 IFRS16号適用による影響額
 資産 +77,042百万円
 負債 +78,499百万円
 純資産 △775百万円

 IFRS16号の影響を除くと、親会社所有
者持分比率は27.4%

 調整後EBITDAへの影響

主要セグメント内訳：
丸亀製麺 +154
カフェ事業 +29
豚屋とん一 +40
海外事業 +27

（単位：百万円）

2018.09 2019.09
賃借料 純粋な増減

利息費用等

6,872

6,444 277

1,967 15,560



キャッシュ・フロー

減価償却費および償却費、法人所得税の支払額増加等に伴い営業活動による
CFが増加、前期関係会社株式の取得による支出の反動等により投資活動によるCF
が増加

（単位：百万円）
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 営業活動によるキャッシュ・フロー
減価償却費および償却費の増加（内、IFRS16号導入に伴い７,074
百万円増加）および法人所得税の支払額の減少等

 投資活動によるキャッシュ・フロー
前期関係会社株式の取得（Poke）による支出の反動等により増加

 財務活動によるキャッシュ・フロー
借入の実施があったもののIFRS16号導入に伴いリース負債の返済に
よる支出により減少（6,773百万円）

当期 前年同期 増減

営業活動による
キャッシュ・フロー

15,517 4,402 11,115

投資活動による
キャッシュ・フロー

△ 6,283 △ 6,973 690

財務活動による
キャッシュ・フロー

△ 1,676 368 △ 2,044

現金および現金同等物の
期末残高

21,716 12,671 9,045


2Q



				連結PL (IFRS) レンケツ

						第2四半期 ダイ シハンキ						計画 ケイカク								前年同期 マエ ネン ドウキ キ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネンヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		80,017		100.0%		111.2%		77,748		100.0%		102.9%				71,980		100.0%

				事業利益 ジギョウ リエキ		5,840		7.3%		132.9%		3,651		4.7%		160.0%				4,393		6.1%

				EBITDA		15,499		19.4%		231.2%		13,793		17.7%		112.4%				6,705		9.3%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		15,560		19.4%		226.4%		14,093		18.1%		110.4%				6,872		9.5%

				営業利益 エイギョウ リエキ		5,084		6.4%		123.3%		3,359		4.3%		151.4%				4,122		5.7%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		4,100		5.1%		99.3%		3,073		4.0%		133.4%				4,127		5.7%

				四半期利益 シハンキ リエキ		2,601		3.3%		89.0%		2,009		2.6%		129.5%				2,923		4.1%				←値張り注意 アタイ バ チュウイ

				親会社の所有者に帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウ キ リエキ		2,569		3.2%		87.1%		1,948		2.5%		131.9%				2,948		4.1%



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		108.5%		47,039		100.0%		104.6%				45,346		100.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%				←　自動リンク ジドウ







				Consolidated PL (IFRS)																												Planned（計画した・された）　

						2Q FY 2019 						2Q FY 2019 (forecast) 								Previous period												一語だけでは違和感がありますがいかがでしょうか

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 				Amount		% to Revenue

				Revenue		80,017		100.0%		111.2%		77,748		100.0%		102.9%				71,980		100.0%										上期計画　H1 2018 (forecast) 

				Contribution margin		5,840		7.3%		132.9%		3,651		5%		160.0%				4,393		6.1%

				EBITDA		15,499		19.4%		231.2%		13,793		18%		112.4%				6,705		9.3%

				Adjusted EBITDA		15,560		19.4%		226.4%		14,093		18.1%		110.4%				6,872		9.5%										売上費　% to Sales 

				Operating profit		5,084		6.4%		123.3%		3,359		4.3%		151.4%				4,122		5.7%

				Profit before tax		4,100		5.1%		99.3%		3,073		4.0%		133.4%				4,127		5.7%										計画比 % to Plan 

				Profit for the year		2,601		3.3%		89.0%		2,009		2.6%		129.5%				2,923		4.1%

				Profit for the year attributable to owners of the parents		2,569		3.2%		87.1%		1,948		2.5%		131.9%				2,948		4.1%										前年比 YoY



				Marugameseimen segment																												英語では、表記の統一が重要になります。

				Revenue		49,183		100%		108.5%		47,039		100%		104.6%				45,346		100%										Pnanned(FY2018 2Q)

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%										 (2Q 2018) と期が前に来ます。

				Overseas segment																												カッコの前後には半角スペースが必要です。

				Revenue		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%





















4Q1



				連結PL (IFRS) レンケツ

						当期 トウキ										計画 ケイカク								前期 ゼンキ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		進捗率 シンチョク リツ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネンヒ				※値張りがあるので、計算式をチェック アタイ バ ケイサン シキ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		116,504		100.0%		49,660		100.0%		114.5%		112,233		100.0%		103.8%				101,779		100.0%		114.5%

				EBITDA		11,745		10.1%		-		-		-		-		-		-				12,167		12.0%		96.5%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		12,362		10.6%		-		-		96%		14,057		12.5%		87.9%				12,934		12.7%		95.6%

				営業利益 エイギョウ リエキ		7,635		6.6%		4,490		9.0%		88.6%		8,851		7.9%		86.3%				8,619		8.5%		88.6%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		7,175		6.2%		4,380		8.8%		84.8%		8,993		8.0%		79.8%				8,466		8.3%		84.8%

				当期利益 トウキ リエキ		4,663		4.0%		2,800		5.6%		83.5%		5,968		5.3%		78.1%				5,585		5.5%		83.5%				78.1%		※値張り アタイ バ

				親会社の所有者に帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウ キ リエキ		4,665		4.0%		2,810		5.7%		82.8%		5,970		5.3%		78.1%				5,631		5.5%		82.8%				78.1%		※値張り アタイ バ



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		49,660		100.0%		57.5%		89,306		100.0%		55.1%				85,598		100.0%		57.5%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		7,832		6.7%		-		-		-		14,913		-		-				13,674		13.4%		57.3%				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		49,660		100.0%		287.0%		6,876		100.0%		243.2%				5,826		100.0%		287.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		2,352		2.0%		-		-		-		366		-		-				363		0.4%		647.9%				←　自動リンク ジドウ

										　







				Consolidated PL (IFRS)

						FY 2017										FY 2017 Plan								Previous period

						Amount		Ratio to
Revenue		Planned		Ratio to
Revenue		Ratio to
Plannede		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Planned				Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		116,504		100.0%		49,660		100.0%		114.5%		112,233		100.0%		103.8%		0		101,779		100.0%		114.5%

				EBITDA		11,745		10.1%		-		-		-		-		-		-		0		12,167		12.0%		96.5%

				Adjusted EBITDA		12,362		10.6%		-		-		96%		14,057		12.5%		87.9%		0		12,934		12.7%		95.6%

				Operating profit		7,635		6.6%		4,490		9.0%		88.6%		8,851		7.9%		86.3%		0		8,619		8.5%		88.6%

				Profit before tax		7,175		6.2%		4,380		8.8%		84.8%		8,993		8.0%		79.8%		0		8,466		8.3%		84.8%

				Profit for the year		4,663		4.0%		2,800		5.6%		83.5%		5,968		5.3%		78.1%		0		5,585		5.5%		83.5%

				Profit for the year attributable to owners of the parents		4,665		4.0%		2,810		5.7%		82.8%		5,970		5.3%		78.1%		0		5,631		5.5%		82.8%

				Marugameseimen segment

				Revenue		49,183		100.0%		49,660		100.0%		57.5%		89,306		100.0%		55.1%		0		85,598		100.0%		57.5%

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		6.7%		-		-		-		14,913		-		-		0		13,674		13.4%		57.3%

				Overseas segment

				Revenue		16,720		100.0%		49,660		100.0%		287.0%		6,876		100.0%		243.2%		0		5,826		100.0%		287.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		2,352		2.0%		-		-		-		366		-		-		0		363		0.4%		647.9%





4Q



				連結PL (IFRS) レンケツ

						当期 トウキ						計画 ケイカク								前期 マエ ドウキ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		145,022		100.0%		124.5%		144,673		100.0%		100.2%				116,504		100.0%		124.5%

				EBITDA		8,671		6.0%		73.8%		-		-		-				11,745		10.1%		73.8%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		12,402		8.6%		100.3%		-		-		-				12,362		10.6%		100.3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		2,302		1.6%		30.2%		4,710		3.3%		48.9%				7,635		6.6%		30.2%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		1,337		0.9%		18.6%		4,219		2.9%		31.7%				7,175		6.2%		18.6%

				当期利益 トウキ リエキ		221		0.2%		4.7%		3,017		2.1%		7.3%				4,663		4.0%		4.7%				←値張り注意 アタイ バ チュウイ

				親会社の所有者に帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウ キ リエキ		267		0.2%		5.7%		3,105		2.1%		8.6%				4,665		4.0%		5.7%



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		108.5%		47,039		100.0%		104.6%				45,346		100.0%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%		0.0%				←　自動リンク ジドウ







				Consolidated PL (IFRS)																														Planned（計画した・された）　

						FY 2019 						Full -year forecast								FY 2018														一語だけでは違和感がありますがいかがでしょうか

						Millions of yen		Ratio to revenue		YoY change		Millions of yen		Ratio to revenue		Ratio to budget				Millions of yen		Ratio to revenue		YoY change

				Revenue		145,022		100.0%		124.5%		144,673		100.0%		100.2%				116,504		100.0%		124.5%										上期計画　H1 2018 (forecast) 

				EBITDA		8,671		6.0%		73.8%		-		-		-				11,745		10.1%		73.8%

				Adjusted EBITDA		12,402		8.6%		100.3%		-		-		-				12,362		10.6%		100.3%										売上費　% to Sales 

				Operating profit		2,302		1.6%		30.2%		4,710		3.3%		48.9%				7,635		6.6%		30.2%

				Profit before tax		1,337		0.9%		18.6%		4,219		2.9%		31.7%				7,175		6.2%		18.6%										計画比 % to Plan 

				Profit for the year		221		0.2%		4.7%		3,017		2.1%		7.3%				4,663		4.0%		4.7%

				Profit for the year attributable to owners of the parents		267		0.2%		5.7%		3,105		2.1%		8.6%				4,665		4.0%		5.7%										前年比 YoY



				Marugameseimen segment																														英語では、表記の統一が重要になります。

				Revenue		49,183		100%		108.5%		47,039		100%		104.6%				45,346		100%		0.0%										Pnanned(FY2018 2Q)

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%		0.0%										 (2Q 2018) と期が前に来ます。

				Overseas segment																														カッコの前後には半角スペースが必要です。

				Revenue		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%		0.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%		0.0%





















丸亀PL



				※項目　丸亀製麺を更新すれば他のセグメントもリンク コウモク マ コウシン タ																																																				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期 ダイ シハンキ						計画 ケイカク										前年同期 ゼンネン ドウキ																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキ ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキ ヒ																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		108.5%		47,039		100.0%		104.6%		104.6%				45,346		100.0%		108.5%																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%		117.8%				6,595		14.5%		118.8%		1,237																												税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Marugameseimen segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		49,183		100%		108.5%		47,039		100%		104.6%		104.6%				45,346		100%		108.5%										19,324		-		254.5%

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%		117.8%				6,595		14.5%		118.8%										14,576		75.4%		53.7%























とん一PL



																																																								その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				豚屋とん一セグメントPL  ブタ ヤ イチ																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期						計画										前年同期																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		1,827		100.0%		95.5%		1,940		100.0%		94.2%		94.2%				1,913		100.0%		95.5%																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ		55		3.0%		-		29		1.5%		188.2%		-				△ 11		-		-500.0%		66																												税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Butaya tonichi segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		1,827		100.0%		95.5%		1,940		100.0%		94.2%		94.2%				1,913		100.0%		95.5%										19,324		-		9.5%

				Operating profit of Butaya tonichi segment		55		3.0%		-		29		1.5%		2		-				△ 11		-		-500.0%										14,576		75.4%		0.4%























カフェPL



																																																								その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				カフェセグメントPL 																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期						計画										前年同期																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		2,595		100.0%		149.0%		2,278		100.0%		113.9%		113.9%				1,742		100.0%		149.0%																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ		116		4.5%		-		94		4.1%		123.4%		-				69		-		168.1%		47																												税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Butaya tonichi segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		2,595		100.0%		149.0%		2,278		100.0%		113.9%		113.9%				1,742		100.0%		149.0%										19,324		-		13.4%

				Operating profit of Butaya tonichi segment		116		4.5%		-		94		4.1%		1		-				69		-		168.1%										14,576		75.4%		0.8%























海外ＰＬ

				海外事業セグメントＰＬ カイガイ ジギョウ

						第2四半期						計画										前年同期

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%		102.0%				14,906		100.0%		112.2%

				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%		124.5%				1,695		11.4%		138.8%		657







				Overseas segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%		102.0%				14,906		100.0%		112.2%

				Operating profit of Overseas segment		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%		124.5%				1,695		11.4%		138.8%

















店舗数



								2019年
3月末 ネン ガツ マツ		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								出店		退店		2019年
9月末 ネン ガツ マツ

										1Q		2Q		3Q		4Q

				国内 コクナイ				1,103		7		0		-2		-4		36		16		1,123

						内、丸亀製麺 ウチ		817		7				-2		-4		11		4		824

				海外 カイガイ				575		-1				1		1		61		34		602

				合 計 ゴウ ケイ				1,678		6		0		-1		-3		97		50		1,725





								2019
Mar		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								Open		Close		2019
June

										1Q		2Q		3Q		4Q

				Domestic				1,103		7		0		(2)		(4)		36		16		1,123

						Marugame Seimen		817		7		0		(2)		(4)		11		4		824

				Overseas				575		(1)		0		1		1		61		34		602

				Total				1,678		6		0		(1)		(3)		97		50		1,725



















国内店舗数

				国内 コクナイ

				運営業態 ウンエイ ギョウタイ						2019年
3月末 ネン ガツ マツ		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								累計 ルイケイ				2019年
9月末 ネン ガツ マツ

												1Q		2Q		3Q		4Q		出店 シュッテン		退店 タイ テン

				丸亀製麺（うどん） マルガメ セイメン						817		5		1		2		-3		11		4		824

						RS				637		7				-2		-4		4		3		638

						SC				180		-2		1		4		1		7		1		186

				とりどーる（焼き鳥） ヤ トリ						15		-1		-1						0		2		13

				豚屋とん一等（豚カツ・トンテキ） ブタ ヤ イチ トウ トン						53										1		0		54

				丸醤屋（ラーメン） マル ジャン ヤ						11								-1		0		1		10

				長田本庄軒（焼きそば） ナ ヤ						10										2		0		12

				コナズ珈琲等（カフェ） コーヒー トウ						29										4		0		33

				天ぷらまきの（天ぷら定食） テン テン テイショク						11										5		0		16

				晩杯屋（立ち飲み） ※1 バン ハイ ヤ タ ノ						49										0		4		45

				ずんどう屋（ラーメン） ヤ						45										3		0		48

				その他 タ						63		-1				1		1		10		5		68				出店 シュッテン		ヤマキ 7、鳥八代 １、いぶき １、福はうち １ トリ ハチダイ フク

				合 計 ゴウ ケイ						1,103		3		0		3		-3		36		16		1,123				退店 タイテン		Collective 2、麺屋どおり １、ヤマキ ２、 メン ヤ









				Domestic

				Brands						Mar
2019		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								During period				Sep
2019								Roadside locations "roadside"は一語です。

												1Q		2Q		3Q		4Q		Open		Close

				Marugame Seimen (Udon)						817		5		1		2		-3		11		4		824								Mall locations/Shopping center locaitons

						Roadside locations				637		7		0		-2		-4		4		3		638

						Shopping center locaitons				180		-2		1		4		1		7		1		186								ショッピングセンターは固有名詞ではないので

				Toridoll (Yakitori)						15		-1		-1		0		0		0		2		13								最初だけ大文字です。

				Butaya Tonichi （Tonkatsu,tonteki）						53		0		0		0		0		1		0		54								とんいちの表記の揺らぎを統一する必要があります

				Marushoya (Ramen)						11		0		0		0		-1		0		1		10

				Nagatahonjoken (Yakisoba)						10		0		0		0		0		2		0		12

				Kona's CoffeeRoasted（Cafe）						29		0		0		0		0		4		0		33

				Makino（Tenpura）						11		0		0		0		0		5		0		16

				Banpaiya (Standing Bar)						49		0		0		0		0		0		4		45

				Zundoya (Ramen)						45		0		0		0		0		3		0		48

				Others						63		-1		0		1		1		10		5		68

				Total						1,103		3		0		3		-3		36		16		1,123























海外店舗数

						海外 カイガイ

						業態 ギョウタイ		運営形態 ウンエイ ケイタイ		持分
比率 モチブン ヒリツ		エリア		直営 チョクエイ								FC								総合計 ソウ ゴウケイ

														2019年 ネン		通期累計 ツウキ ルイ ケイ				2019年 ネン		2019年 ネン		通期累計 ツウキ ルイ ケイ				2019年 ネン

														3月末 ガツ マツ		出店 シュッテン		退店 シリゾ ミセ		9月末 ガツ マツ		3月末 ガツ マツ		出店 シュッテン		退店 シリゾ ミセ		9月末 ガツ マツ

						丸亀製麺 マルガメ セイメン		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		6		2		0		8		0		0		0		0		8

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		韓国 カンコク		6		0		-1		5		4		0		0		4		9

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		90%		台湾 タイワン		30		1		0		31		0		0		0		0		31

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		65%		カンボジア		2		0		-1		1		0		2		0		2		3

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		タイ		19		0		0		19		0		0		0		0		19

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		37%		中国 チュウゴク		76		9		-10		75		5		0		0		5		80		(丸亀製麺等） マルガメ セイメン トウ

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		33%		シンガポール		3		0		0		3		0		0		0		0		3

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		インドネシア		0		0		0		0		51		7		-1		57		57

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		ベトナム		0		0		0		0		10		0		0		10		10

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		オーストラリア		0		0		0		0		2		2		0		4		4

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		フィリピン		0		0		0		0		4		3		0		7		7

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		ロシア		0		0		0		0		6		1		0		7		7		⇒　次回より「ロイヤリティ収入」に変更 ジカイ シュウニュウ ヘンコウ

						譚仔雲南米線		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		中国(香港） チュウゴク ホンコン		53		2		0		55		0		0		0		0		55

						譚仔三哥米線		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		中国(香港） チュウゴク		54		4		0		58		0		0		0		0		58

						MONSTER CURRY		連結子会社 レンケツ コガイシャ		70%		シンガポール		13		0		0		13		0		0		0		0		13

						Wok to Walk		連結子会社 レンケツ コガイシャ		60%		欧州等 オウシュウ トウ		2		0		-2		0		101		11		-6		106		106		←将来的にはエリア別記載とChill Chillの分離を検討 ショウライテキ ベツ キサイ ブンリ ケントウ

						Boat Noodle等 トウ		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		49%		マレーシア等 トウ		65		3		-10		58		6		3		0		9		67		←ＦＣ：インドネシア、ブルネイ、シンガポール

						Boat Noodle		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		ミャンマー		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Shoryu（昇龍） ショウリュウ		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		39%		イギリス		11		0		0		11		0		0		0		0		11

						Poke		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		アメリカ等 トウ		32		0		-1		31		7		11		0		18		49

						とん一 イチ		連結子会社 レンケツ コガイシャ		90%		台湾 タイワン		4		0		-2		2		0		0		0		0		2

						Tokyo Table		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		1		0		0		1		0		0		0		0		1		←Saly Papa含む フク

						Crackin' Kitchen等 トウ		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						合　計 ア ケイ								379		21		-27		373		196		40		-7		229		602



						Overseas

						Brands		Units		Shareholding ratio		Area		 Own stores								FC								Total										3Q FY2017

														2019		FY2019				2019		2019		FY2019				2019												Open　Openings

														Mar		Openings		Closures		Sep		Mar		Openings		Closures		Sep												Close　Closures

						Marugame Seimen		Subsidiaries		100%		USA		6		2		0		8		0		0		0		0		8										Direct operation → Own stores

								Subsidiaries		100%		Korea		6		0		-1		5		4		0		0		4		9										Investment ratio → Shareholding ratio

								Subsidiaries		90%		Taiwan		30		1		0		31		0		0		0		0		31										Operation form → Units

								Subsidiaries		65%		Cambodia		2		0		-1		1		0		2		0		2		3										JVs → Joint ventures

								JVs		40%		Thailand		19		0		0		19		0		0		0		0		19

								JVs		37%		China		76		9		-10		75		5		0		0		5		80		(丸亀製麺等） マルガメ セイメン トウ								Zundouya は海外では　Zund　でしょうか

								JVs		33%		Singapore		3		0		0		3		0		0		0		0		3										また雲南ヌードルの社名も英語にしてください

								FCs		-		Indonesia		0		0		0		0		51		7		-1		57		57										Tam Jai Yunnan Mixian  

								FCs		-		Vietnam		0		0		0		0		10		0		0		10		10										Tam Jai Sam Gor Mixian

								FCs		-		Australia		0		0		0		0		2		2		0		4		4

								FCs		-		Philippines		0		0		0		0		4		3		0		7		7

								FCs		-		Russia		0		0		0		0		6		1		0		7		7										FCS → Franchise stores

						Tam Jai Yunnan Mixian  		Subsidiaries		100%		China		53		2		0		55		0		0		0		0		55

						Tam Jai Sam Gor Mixian		Subsidiaries		100%		China		54		4		0		58		0		0		0		0		58

						MONSTER CURRY		Subsidiaries		70%		Singapore		13		0		0		13		0		0		0		0		13

						Wok to Walk		Subsidiaries		60%		Europe, etc		2		0		-2		0		101		11		-6		106		106

						Boat Noodle, etc		JVs		49%		Malaysia, etc		65		3		-10		58		6		3		0		9		67		←将来的にはエリア別記載とChill Chillの分離を検討 ショウライテキ ベツ キサイ ブンリ ケントウ

						Boat Noodle		JVs		40%		Myanmar		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Shoryu		JVs		39%		UK		11		0		0		11		0		0		0		0		11

						Poke		JVs				USA, etc		32		0		-1		31		7		11		0		18		49

						Ton-ichi		Subsidiaries		90%		Taiwan		4		0		-2		2		0		0		0		0		2

						Tokyo Table		Subsidiaries		100%		USA		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Crackin' Kitchen		Subsidiaries		100%		USA		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Total								379		21		-27		373		196		40		-7		229		602







販管費

						↓　値張り アタイ バ																				Dec
2016		Increase of COGS ratio		Increase of labor cost ratio		Decrease of utitily cost ratio		Increase of Advertising cost ratio		Decrease of other cost ratio		Dec
2017						Outsourced expenses cost ratio

				IFRS																				A		0.0%		6.1%		5.2%		5.2%		5.37%		5.373%		0.0%						4.68%

						当期 トウ キ		前期 ゼン キ		当期 トウ キ		前期 ゼン キ												B		6.6%		0.5%		1.0%		0.3%		0.1%		0.1%		5.5%						0.7%

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		84,611,870,484		76,410,732,534		100.0%		100.0%								6.63%								7.1%		6.2%		5.5%		5.60%		5.47%								6.29%

				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		22,114,638,095		19,597,952,094		26.1%		25.6%		0.49%		0.5%				0.49%																		-0.003%

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		62,497,232,389		56,812,780,440		73.9%		74.4%		-0.49%		-0.5%				0.95%						12.63%												11.38%

				人件費 ジンケンヒ		25,998,829,075		22,750,669,742		30.7%		29.8%		0.95%		1.0%				-0.30%

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		5,600,694,221		5,285,510,882		6.6%		6.9%		-0.30%		-0.3%				0.11%

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		3,008,620,794		2,630,257,849		3.6%		3.4%		0.11%		0.2%				0.30%

				外部委託費 ガイブ イタク ヒ		1,204,491,635		556,939,561		1.4%		0.7%		0.69%		0.9%

				減価償却 ゲンカ ショウキャク		2,822,536,290		2,630,600,253		3.3%		3.4%		-0.11%		0.1%

				非経常的費用項目 ヒ ケイジョウ テキ ヒヨウ コウモク						0.0%		0.0%		0.00%		0.0%

				その他経費 タ ケイヒ		20,280,276,639		18,621,209,302		24.0%		24.4%		-0.40%		-0.4%

				販管費合計 ハンカンヒ ゴウケイ		56,092,912,364		49,844,587,336		66.3%		65.2%		1.06%		1.1%

				減損損失 ゲンソン ソンシツ		197,019,359		174,192,361		0.2%		0.2%		0.00%		0.0%

				その他の営業収益		209,974,802		373,096,998		0.2%		0.5%		-0.24%		-0.2%

				その他の営業費用		290,358,876		182,532,680		0.3%		0.2%		0.10%		0.1%

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,126,916,592		6,984,565,061		7.2%		9.1%		-1.90%		-1.9%

				金融収益		214,537,303		158,888,535		0.3%		0.2%		0.05%		0.0%

				金融費用		204,615,613		209,755,449		0.2%		0.3%		-0.03%		-0.0%

				持分法による投資損益		(45,923,735)		32,780,539		-0.1%		0.0%		-0.10%		-0.1%

				税引前利益-IFRS		6,090,914,547		6,966,478,686		7.2%		9.1%		-1.92%		-1.9%



				EBITDA		9,029,836,956		9,424,600,996		10.7%		12.3%		-1.66%		-1.7%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		9,625,721,108		9,650,528,423		11.4%		12.6%		-1.25%		0.1%





				※アウトラインの資料は＋－がややこしいので、アウトラインと違う資料をもらうこと！ シリョウ チガ シリョウ



						当期 トウ キ				前期 ゼン キ

				売上収益-IFRS		84,611,870,484				76,410,732,534

				売上原価-IFRS		22,114,638,095		26.1%		19,597,952,094		25.6%		0.5%

				売上総利益-IFRS		62,497,232,389		73.9%		56,812,780,440		74.4%		-0.5%

				役員報酬		108,250,002		0.1%		96,300,000		0.1%		0.0%

				従業員給与手当		4,251,910,385		5.0%		3,264,218,911		4.3%		0.8%

				従業員賞与		294,363,696		0.3%		347,556,450		0.5%		-0.1%

				従業員賞与引当金繰入額		263,711,252		0.3%		178,669,616		0.2%		0.1%

				アルバイト料		18,107,580,347		21.4%		16,321,483,339		21.4%		0.0%

				法定福利費		1,892,859,523		2.2%		1,521,885,102		2.0%		0.2%

				厚生費		273,222,179		0.3%		236,219,611		0.3%		0.0%

				退職給付費用		149,941,697		0.2%		133,743,809		0.2%		0.0%

				研修費		91,559,816		0.1%		53,362,661		0.1%		0.0%

				株式報酬費用		54,682,240		0.1%		61,835,720		0.1%		-0.0%

						25,998,829,075		30.7%		22,750,669,742		29.8%		1.0%

				減価償却費(販管)		2,822,536,290		3.3%		2,630,600,253		3.4%		-0.11%

				地代家賃		8,669,876,965		10.2%		7,984,604,610		10.4%		-0.20%

				電気料金		3,114,409,866		3.7%		2,811,307,132		3.7%		0.00%

				ガス料金		604,463,439		0.7%		521,485,071		0.7%		0.03%

				水道料金		1,861,837,616		2.2%		1,932,147,803		2.5%		-0.3%

						5,600,694,221		6.6%		5,285,510,882		6.9%		-0.3%

				備品消耗品費		1,536,121,739		1.8%		1,423,941,890		1.9%		-0.0%

				厨房備品食器費		616,137,407		0.7%		622,442,100		0.8%		-0.1%

				炭代		19,983,300		0.0%		20,570,876		0.0%		-0.0%

				被服費		310,825,129		0.4%		273,273,775		0.4%		0.0%

				開店時経費		250,779,337		0.3%		163,398,764		0.2%		0.1%

				定期メンテナンス費		476,580,650		0.6%		390,988,628		0.5%		0.1%

				保守点検料		2,054,919		0.0%		354,650		0.0%		0.0%

				警備料		595,671,384		0.7%		551,618,341		0.7%		-0.0%

				求人広告費		510,747,938		0.6%		535,394,523		0.7%		-0.1%

				支払手数料		657,366,431		0.8%		473,775,940		0.6%		0.2%

				荷造費		1,896		0.0%				0.0%		0.0%

				運搬費		964,386		0.0%				0.0%		0.0%

				リース・賃借料		26,867,764		0.0%		13,271,124		0.0%		0.0%

				外部委託費		1,204,491,635		1.4%		556,939,561		0.7%		0.7%												Dec
2016		Increase of COGS ratio		Increase of labor cost ratio		Decrease of utitily cost ratio		Increase of Advertising cost ratio		Decrease of other cost ratio		Dec
2017

				寄付金		15,017,016		0.0%		6,152,671		0.0%		0.0%												0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.00%		0.000%		0.0%

				衛生管理費		692,339,799		0.8%		609,215,331		0.8%		0.0%

				塵芥料		530,476,058		0.6%		504,529,603		0.7%		-0.0%												H29.3期
3Q キ		売上
原価率
の増加 ウリアゲ ゲンカ リツ ゾウカ		人件費率
の増加 ジンケンヒ リツ ゾウカ		水道
光熱費率
の減少 スイドウ コウネツヒ リツ ゲンショウ		広告宣伝費率
の増加 コウコク センデンヒ リツ ゾウカ		その他
経費率
の増加 タ ケイヒ リツ ゾウカ		H30.3期
3Q キ						外部委託費
の増加 ガイブ イタク ヒ ゾウカ

				お客様対応費		14,658,964		0.0%		13,904,231		0.0%		-0.0%

				商品開発費		48,854,784		0.1%		28,088,380		0.0%		0.0%

				業態開発費		7,795,434		0.0%		9,889,498		0.0%		-0.0%

				広告宣伝費		3,008,620,794		3.6%		2,630,257,849		3.4%		0.1%

				福利厚生費(販管)		1,296,795		0.0%				0.0%		0.0%

				接待交際費		85,773,510		0.1%		94,771,534		0.1%		-0.0%

				会議費		20,621,775		0.0%		13,479,002		0.0%		0.0%																悪化 アッカ		改善 カイゼン

				旅費交通費		641,341,918		0.8%		514,056,094		0.7%		0.1%														12.6%						12.6%

				通信費		406,286,357		0.5%		402,376,664		0.5%		-0.0%												原価 ゲンカ				0.5%				12.1%

				事業税等		4,283,742		0.0%				0.0%		0.0%												人件費 ジンケンヒ				1.0%				11.2%

				租税公課		383,083,463		0.5%		721,992,640		0.9%		-0.5%												水道光熱費 スイドウ コウネツヒ						0.3%		11.5%

				修繕費		1,010,202,596		1.2%		817,273,886		1.1%		0.1%												広告宣伝費 コウコク センデンヒ				0.1%				11.3%

				保険料		141,634,593		0.2%		117,153,401		0.2%		0.0%												外部委託費 ガイブ イタク ヒ				0.7%				10.6%

				貸倒引当金繰入額(販管)				0.0%		0		0.0%		0.0%																				10.6%

				のれん償却額				0.0%		0		0.0%		0.0%

				雑費		315,321,537		0.4%		240,056,292		0.3%		0.1%														11.4%						0.8%

				為替換算誤差		(4,495,999)		-0.0%		0		0.0%		-0.0%

				販売費及び一般管理費-IFRS		56,092,912,364		66.3%		49,844,587,336		65.2%		1.1%

				減損損失(特別)		197,019,359		0.2%		174,192,361		0.2%		0.0%

				減損損失-IFRS		197,019,359		0.2%		174,192,361		0.2%		0.0%

				受取協賛金		28,347,221		0.0%		7,182,014		0.0%		0.0%

				受取給付金				0.0%		18,631,066		0.0%		-0.0%

				受取保険金		8,389,093		0.0%		20,827,797		0.0%		-0.0%

				受取地代家賃		39,790,668		0.0%		29,405,074		0.0%		0.0%

				店舗閉鎖損失引当金戻入益		3,024,900		0.0%		42,842,250		0.1%		-0.1%

				その他の営業外収益		129,591,887		0.2%		103,524,768		0.1%		0.0%

				その他特別利益		831,033		0.0%		150,684,029		0.2%		-0.2%

				負ののれん償却額				0.0%		0		0.0%		0.0%

				その他の営業収益-IFRS		209,974,802		0.2%		373,096,998		0.5%		-0.2%

				固定資産除却損（営業外）		189,939,267		0.2%		63,302,783		0.1%		0.1%

				固定資産売却損(特別)		1,891,623		0.0%		5,436,180		0.0%		-0.0%

				固定資産除却損(特別)		15,054,213		0.0%		1,613,675		0.0%		0.0%

				その他の営業外費用		81,259,435		0.1%		30,858,047		0.0%		0.1%

				その他特別損失		2,214,338		0.0%		81,321,995		0.1%		-0.1%

				その他の営業費用-IFRS		290,358,876		0.3%		182,532,680		0.2%		0.1%

				営業利益-IFRS		6,126,916,592		7.2%		6,984,565,061		9.1%		-1.9%

				受取利息		111,269,374		0.1%		132,166,662		0.2%		-0.0%

				受取配当金		0		0.0%		1,082,988		0.0%		-0.0%

				為替差益		102,406,861		0.1%		25,243,762		0.0%		0.1%

				貸倒引当金戻入額		861,068		0.0%		395,123		0.0%		0.0%

				金融収益-IFRS		214,537,303		0.3%		158,888,535		0.2%		0.0%

				支払手数料（営業外）		176,301		0.0%				0.0%		0.0%

				支払利息及び割引料		204,439,312		0.2%		209,738,516		0.3%		-0.0%

				投資有証評価損(特別)				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替差損		0		0.0%		0		0.0%		0.0%

				貸倒引当金繰入額(営業外)				0.0%		16,933		0.0%		-0.0%

				金融費用-IFRS		204,615,613		0.2%		209,755,449		0.3%		-0.0%

				金融収益・費用純額-IFRS		9,921,690		0.0%		(50,866,914)		-0.1%		0.1%

				持分法による投資利益		0		0.0%		32,780,539		0.0%		-0.0%

				持分法による投資損失		45,923,735		0.1%		0		0.0%		0.1%

				持分法による投資損益-IFRS		(45,923,735)		-0.1%		32,780,539		0.0%		-0.1%

				税引前利益-IFRS		6,090,914,547		7.2%		6,966,478,686		9.1%		-1.9%

				法人税、住民税及び事業税		2,268,587,516		2.7%		2,404,932,387		3.1%		-0.5%

				法人税等調整額		(168,234,397)		-0.2%		(125,953,201)		-0.2%		-0.0%

				法人所得税費用-IFRS		2,100,353,119		2.5%		2,278,979,186		3.0%		-0.5%

				当期利益-IFRS		3,990,561,428		4.7%		4,687,499,500		6.1%		-1.4%

				少数株主損益		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				少数株主損益(控除)		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				当期利益(計)		3,976,600,697		4.7%		4,703,918,074		6.2%		-1.5%

				少数株主損益(加算)		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				少数株主損益調整前当期純利益2		3,990,561,428		4.7%		4,687,499,500		6.1%		-1.4%

				為替換算調整勘定-期首調整				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定-増減		(24,512,511)		-0.0%		(673,794,264)		-0.9%		0.9%

				為替換算調整勘定-組替調整額				0.0%		(8,967,051)		-0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定-換算調整		190,918,936		0.2%		(222,390,934)		-0.3%		0.5%

				為替換算調整勘定-税効果				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定		166,406,425		0.2%		(905,152,249)		-1.2%		1.4%

				在外営業活動体の換算差額-IFRS		166,406,425		0.2%		(905,152,249)		-1.2%		1.4%

				為替換算調整勘定-持分損益		60,941,835		0.1%		(655,780,616)		-0.9%		0.9%

				持分法適用会社に対する持分相当額		60,941,835		0.1%		(655,780,616)		-0.9%		0.9%

				その他の包括利益合計-IFRS		227,348,260		0.3%		(1,560,932,865)		-2.0%		2.3%

				包括利益-IFRS		4,217,909,688		5.0%		3,126,566,635		4.1%		0.9%

				親会社株主に係る包括利益		4,138,526,729		4.9%		3,251,408,331		4.3%		0.6%

				為替換算調整勘定-少持損益		65,422,228		0.1%		(108,423,122)		-0.1%		0.2%

				少数株主に係る包括利益		79,382,959		0.1%		(124,841,696)		-0.2%		0.3%

				資本剰余金期首残高		4,007,005,257		4.7%		3,946,667,082		5.2%		-0.4%

				資本剰余金期首残高計		4,007,005,257		4.7%		3,946,667,082		5.2%		-0.4%

				新株式発行高		0		0.0%				0.0%		0.0%

				ストックオプション行使		46,021,543		0.1%		61,421,483		0.1%		-0.0%

				子会社増加増加高(CS)		0		0.0%		580,547,721		0.8%		-0.8%

				持分増加増加高(CS)				0.0%		(580,547,721)		-0.8%		0.8%

				資本剰余増加(その他)				0.0%		(7,179,474)		-0.0%		0.0%

				資本剰余金増加額計		46,021,543		0.1%		54,242,009		0.1%		-0.0%

				資本剰余金期末残高計		4,053,026,800		4.8%		4,000,909,091		5.2%		-0.4%

				利益剰余金期首残高		25,668,638,036		30.3%		21,218,844,514		27.8%		2.6%

				利益剰余金期首調整額		144,544,938		0.2%		0		0.0%		0.2%

				利益剰余金期首残高計		25,813,182,974		30.5%		21218844514		27.8%		2.7%

				当期利益計		3,976,600,697		4.7%		4,703,918,074		6.2%		-1.5%

				子会社増加増加高(SS)		0		0.0%		-8607819577		-11.3%		11.3%

				子会社減少増加高(SS)		310		0.0%				0.0%		0.0%

				持分増加増加高(SS)				0.0%		8607819577		11.3%		-11.3%

				利益剰余金増加額計		3,976,601,007		4.7%		4703918074		6.2%		-1.5%

				支払配当金(前期分)		0		0.0%		1		0.0%		-0.0%

				支払配当金(期末)		1,127,884,966		1.3%		1039355784		1.4%		-0.0%

				子会社増加減少高(SS)		0		0.0%				0.0%		0.0%

				子会社減少減少高(SS)		3,106,557		0.0%		0		0.0%		0.0%

				持分減少減少高(SS)		0		0.0%		0		0.0%		0.0%

				利益剰余金減少額計		1,130,991,523		1.3%		1039355785		1.4%		-0.0%

				利益剰余金期末残高計		28,658,792,458		33.9%		24883406803		32.6%		1.3%



























































































































































A	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	0	6.1414073879174302E-2	5.1884232756536808E-2	5.18	84232756536808E-2	5.3728542335630798E-2	5.3728542335630798E-2	0	B	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	6.6298074929537765E-2	4.8840010503634623E-3	9.5298411226374946E-3	2.9795907585764281E-3	1.1352811794824377E-3	1E-3	5.4763246846318239E-2	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	1	





丸亀製麺　販管費

				2017.06		原価率 ゲンカ リツ		人件費率 ジンケンヒ		水道光熱費率 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費率 コウコク センデンヒ		その他経費率 タ ケイヒ		2018.06

				丸亀製麺 マ

				June
2017		COGS ratio		labor cost ratio		utitily cost ratio		Advertising cost ratio		other cost ratio		June
2018

						15.80%		15.10%		15.00%		15.00%		15.20%

				16.10%		0.30%		0.70%		0.10%		0.70%		0.50%		15.20%



				June
2017		COGS ratio		labor cost ratio		utitily cost ratio		Advertising cost ratio		other cost ratio		June
2018

						2.800%		2.100%		2.000%		2.000%		2.200%

				3.100%		0.30%		0.70%		0.10%		0.70%		0.50%		2.200%





				連結 レンケツ

				H29.03		原価 ゲンカ		人件費 ジンケンヒ		水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費 コウコク センデンヒ		その他経費 タ ケイヒ		H30.03

						24.80%		24.80%		25.50%

				26.50%		1.70%		0.70%		0.40%		0.00%		0.30%		24.20%



				H29.03		原価 ゲンカ		人件費 ジンケンヒ		水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費 コウコク センデンヒ		その他経費 タ ケイヒ		H30.03

						-0.200%		-0.200%		0.500%

				1.500%		1.70%		0.70%		0.40%						-0.800%

				Mar
2017		COGS ratio		labor cost ratio		utitily cost ratio		Advertising cost ratio		other cost ratio		Mar
2018						Outsourced expenses cost ratio

				0		150		250		100

				150		100		50		200		100



0	150	250	100	150	100	50	200	100	June	
2017	COGS ratio	labor cost ratio	utitily cost ratio	Advertising cost ratio	other cost ratio	June	
2018	2.7999999999999997E-2	2.0999999999999991E-2	1.999999999999999E-2	1.999999999999999E-2	2.1999999999999992E-2	June	
2017	COGS ratio	labor cost ratio	utitily cost ratio	Advertising cost ratio	other cost ratio	June	
2018	3.1E-2	3.0000000000000001E-3	7.0000000000000001E-3	1E-3	7.0000000000000001E-3	5.0000000000000001E-3	2.1999999999999992E-2	

海外概況

				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				アジア		台湾		出店拡大中		商品・マーケティング施策の強化により、直近では既存店前年比で前年を上回る月もある。経営体制を再整備し、更なる事業拡大に必要な体制を構築中。豚カツ業態も4店舗運営。 ショウヒン シサク キョウカ チョッキン キゾン テン ゼンネン ゼンネン ウワマワ ツキ ケイエイ タイセイ サイセイビ サラ ジギョウ カクダイ ヒツヨウ タイセイ コウチク ナカ		3,200百万 / 390百万  ヒャク マン ヒャクマン

						韓国		収益改善中		2018年に大幅な不採算店舗を閉店したことにより収益基盤が強化。今後は既存店の収益性の強化を図り、全社黒字を目指す。 ネン オオハバ フサイサン テンポ ヘイテン シュウエキ キバン キョウカ コンゴ キゾン テン シュウエキセイ キョウカ ハカ ゼンシャ クロジ メザ		550百万 / 5百万  ヒャク マン ヒャクマン						韓国				2018年に大幅な不採算店舗を閉店したことにより収益基盤が強化。2019年は既存店の収益性の強化を行い、全社黒字を目指す。 ネン オオハバ フサイサン テンポ ヘイテン シュウエキ キバン キョウカ ネン キゾン テン シュウエキセイ キョウカ オコナ ゼンシャ クロジ メザ

						中国		出店拡大中		北京、上海、香港などの大都市での展開に力点をおいて展開中。試験的に地方都市にも出店していたが、日本食に対して市場が未成熟であったこともあり苦戦。不採算店舗は閉鎖し、今後は十分な市場のある大都市にフォーカスする。 ペキン シャンハイ ホンコン ダイトシ テンカイ リキテン テンカイチュウ シケンテキ チホウ トシ シュッテン ニホンショク タイ シジョウ ミセイジュク クセン フサイサン テンポ ヘイサ コンゴ ジュウブン シジョウ ダイトシ								中国				北京、上海、香港などの大都市での展開に力点をおいて展開中。試験的に地方都市にも出店をしていたが、日本食に対して市場が未成熟であったこともあり、不採算店舗は閉鎖し、今後は十分な市場のある大都市にフォーカスする。 ペキン シャンハイ ホンコン ダイトシ テンカイ リキテン テンカイチュウ シケンテキ チホウ トシ シュッテン ニホンショク タイ シジョウ ミセイジュク フサイサン テンポ ヘイサ コンゴ ジュウブン シジョウ ダイトシ

						香港（雲南） ホンコン ウンナン				現在「譚仔雲南米線」「譚仔三哥米線」を計105店舗(12月末現在)を展開。香港で雲南ヌードル業態のシェアは7割と圧倒的なブランド力を誇る。
2社を統合管理するCEO、CFOをはじめ、マネジメント層を採用し 　グループ会社としてのガバナンス強化および更なる成長を実現する 　ための経営強化を図っている 。
現在はトリドールHDと協力しながらさらなるブランド強化のための施策やノウハウの伝承を実施中。将来的には、香港国内において150～160店舗体制を目指す。 ガツマツ リョク シサク デンショウ ジッシ チュウ タイセイ		3390百万 / 560百万  ヒャク マン ヒャクマン										2社を統合管理するCEO、CFOをはじめ、マネジメント層を採用し 　グループ会社としてのガバナンス強化および更なる成長を実現する 　ための経営強化を図っている 

				東南アジア トウナン		タイ 		収益改善中		店舗段階のEBITDAが平均で15%前後、25％前後の店舗が多数あり比較的堅調に推移している。不採算店舗の整理や本部費の合理化を図り、収益強化を図っている。								タイ 				店舗段階のEBITDAが平均で15%前後、25％前後の店舗が多数あり比較的堅調に推移している。不採算店舗の整理や本部費の合理化を図り、収益強化を図っている。 テンポ ダンカイ ヘイキン ゼンゴ ゼンゴ テンポ タスウ ヒカクテキ ケンチョウ スイイ フサイサン テンポ セイリ ホンブ ヒ ゴウリカ ハカ シュウエキ キョウカ ハカ

						インドネシア		出店拡大中		ジャカルタにおける主要モールを中心に丸亀製麺を展開すると共に、更なる拡大を狙い地方都市での拡大を図っている。顧客層の拡大も視野に入れたエクスプレス店の導入も検討中で、2025年までに100店舗展開を目指す。 コキャクソウ カクダイ シヤ イ テン ドウニュウ ケントウチュウ ネン テンポ テンカイ メザ				 				インドネシア				ジャカルタにおける主要モールを中心に丸亀製麺を展開すると共に、更なる拡大を狙い地方都市での拡大を図っている。顧客層の拡大も視野に入れたエクスプレス店の導入も検討中で、2025年までに100店舗展開を目指す。 コキャクソウ カクダイ シヤ イ テン ドウニュウ ケントウチュウ ネン テンポ テンカイ メザ

						ベトナム		収益改善中		ホーチミンの既存店の収益性向上に向け注力。実験店舗にて様々な施策を実施し、横展開を進める。加えて、ハノイ、ハイフォンなどの北部地域でサブフランチャイズでの出店を予定。 キゾン テン シュウエキセイ コウジョウ ム チュウ チカラ ジッケン テンポ サマザマ シサク ジッシ ヨコ テンカイ スス クワ ホクブ チイキ シュッテン ヨテイ								ベトナム				2019年はホーチミンの既存店の収益性の改善に力を入れる。実験店舗を導入し、様々な施策を実施、横展開を進めていく。加えて、ハノイ、ハイフォンといった北部地域でサブフランチャイズにて2-3店舗の出店を予定。 ネン キゾン テン シュウエキセイ カイゼン チカラ イ ジッケン テンポ ドウニュウ サマザマ シサク ジッシ ヨコ テンカイ スス クワ ホクブ チイキ テンポ シュッテン ヨテイ



				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				東南アジア トウナン		カンボジア		収益改善中		既存レギュラー店の収益が向上し、前年比で約110％の伸びを示している。直営店に加え、フランチャイズ加盟店の出店立地も確定しており、プノンペンにおける更なる展開が予定されている。郊外向けの新業態（丸亀製麺）も展開しており、より広範囲に展開できるよう模索中。		80百万 / △21百万  ヒャク マン ヒャクマン						カンボジア				既存レギュラー店の収益が向上し、前年比で約110％の伸びを示している。直営店に加え、フランチャイズ加盟店の出店立地も確定しており、プノンペンにおける更なる展開が予定されている。郊外向けの新業態（丸亀製麺）も展開しており、より広範囲に展開できるよう模索中。 キゾン テン シュウエキ コウジョウ ゼンネンヒ ヤク ノ シメ チョクエイ テン クワ カメイ テン シュッテン リッチ カクテイ サラ テンカイ ヨテイ コウガイ ム シンギョウタイ マルガメ セイメン テンカイ コウハンイ テンカイ モサクチュウ

						マレーシア
（ Boat Noodle 、他） ホカ		出店拡大中		主力業態であるBoatNoodleに力点を置いて展開中。マレーシア国内でBoatNoodleのみで50店舗（過去2年間で約40店舗の開店）を展開しており、現地で認知度の高いブランドとして成長している。
店舗段階のみならず、全社でもEBITDA20%を超える好業績で、今後の更なる発展が期待される。国外の展開も進み、ブルネイ、ミャンマー、インドネシア、シンガポールに出店済み。更なる進出に向けて取り組み中。								マレーシア
（ Boat Noodle 、他） ホカ				主力業態であるBoatNoodleに力点を置いて展開中。マレーシア国内でBoatNoodleのみで50店舗（過去2年間で約40店舗の開店）を展開しており、現地で認知度の高いブランドとして成長している。
店舗段階のみならず、全社でもEBITDA20%を超える好業績で、今後の更なる発展が期待される。国外の展開も進み、ブルネイ、ミャンマー、インドネシア、シンガポールに出店済み、更なる進出に向けて取り組み中。 シュリョク ギョウタイ リキテン オ テンカイチュウ コクナイ テンポ カコ ネンカン ヤク テンポ カイテン テンカイ ゲンチ ニンチド タカ セイチョウ テンポ ダンカイ ゼンシャ コ コウギョウセキ コンゴ サラ ハッテン キタイ コクガイ テンカイ スス シュッテン ズ サラ シンシュツ ム ト ク チュウ

						フィリピン				フランチャイズとして丸亀製麺１号店を2017年8月、2号店を2018年2月、3号店を同年8月、4号店を11月にをオープンしたが、いずれも好業績を維持。
今後は更なる拡大を狙いマニラ地域での出店を加速していく予定。 ゴウテン ネン ガツ ゴウ テン ドウ ネン ガツ ス ギョウセキ イジ コンゴ								フィリピン				2018年11月に4号店をオープンしたが、どの店舗も業績好調で年換算1,000万円以上の売上を誇る。2019年は更なる拡大を狙いマニラ地域での出店を加速していく予定。4月以降の出店攻勢で年間7店舗出店を目指す。 ネン ガツ ゴウテン テンポ ギョウセキ コウチョウ トシ カンサン マンエンイジョウ ウリアゲ ホコ ネン サラ カクダイ ネラ チイキ シュッテン カソク ヨテイ ガツ イコウ シュッテン コウセイ ネンカン テンポ シュッテン メザ

						ミャンマー
（Boat Noodle）				現地飲食最大手のYKKO社と合弁会社を設立し、２０１７年１０月よりBoatNoodle業態をフランチャイズで展開。これまでミャンマーにはないオシャレな空間と食事を楽しめるお店として受け入れられ、賑わいを見せている。現状、２店舗のオープンを目指している。								ミャンマー
（Boat Noodle）				現地飲食最大手のYKKO社と合弁会社を設立し、２０１７年１０月よりBoatNoodle業態をフランチャイズで展開。これまでミャンマーにはないオシャレな空間と食事を楽しめるお店として受け入れられ、賑わいを見せている。現状、２店舗のオープンを目指している。 カイシャ ゲンジョウ

						シンガポール
（丸亀製麺） マ				中国合弁を介してシンガポールにて3店舗出店。賃料は高いものの、認知拡大を目的に代表的なモールへ出店をしている。認知浸透と共に収益性も向上しており、当面は3店舗に集中して足場を固める方針。 リョウ セイ								シンガポール
（丸亀製麺） マ				中国合弁を介してシンガポールにて3店舗出店。家賃は高いものの、認知拡大を目的に代表的なモールへの出店をしている。認知浸透と共に収益も向上しており、当面は3店舗に集中して足場を固める方針。 チュウゴク ゴウベン カイ テンポ シュッテン ヤチン タカ ニンチ カクダイ モクテキ ダイヒョウテキ シュッテン ニンチ シントウ トモ シュウエキ コウジョウ トウメン テンポ シュウチュウ アシバ カタ ホウシン

						シンガポール
（MONSTER CURRY）				シンガポール国内で11店舗を展開中（2018年12月末現在）。シンガポールの日本式カレー市場で圧倒的なシェアNO.1を獲得している。
現在はトリドールHDと協働しながら、さらなる強みの強化とトリードールHDが所有する店舗運営ノウハウの継承を実施中。今後は、シンガポールの日本式カレー市場におけるポジショニングをさらに強化し、2025年までに20店体制を目指す。 コンゴ タイセイ メザ								シンガポール
（MONSTER CURRY）				現在、モンスターカレーはシンガポール国内で11店舗を展開中（2018年12月末現在）。「モンスターカレー」はシンガポールの日本式カレー市場で圧倒的なシェアNO.1を獲得している。現在はトリドールHDと協働しながら、さらなるモンスターカレーの強みの強化とトリードールが所有する店舗運営のノウハウの継承を実施中。これらを組み合わせることで、シンガポールの日本式カレー市場におけるモンスターカレーのポジショニングをさらに強化し、2025年までに20店に増やす。 ゲンザイ コクナイ テンポ テンカイチュウ ネン ガツ マツ ゲンザイ シジョウ ゲンザイ キョウドウ ツヨ キョウカ ショユウ ケイショウ ジッシチュウ ク ア ニホンシキ シジョウ キョウカ



				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				アメリカ		TDC（Tokyo Ｔable) 		－		1号店アーバイン店は世界でも上位の高い売上を堅持し、安定的な黒字体質。
2号店アルハンブラ店を業態転換した”日本の洋食”を軸にした新業態"Saly papa"は客数は確保するも客単価の向上に苦戦。		780百万 / △280百万  ヒャク マン ヒャクマン						TDC（Tokyo Ｔable) 		－		1号店アーバイン店は世界でも上位の高い売上を堅持し、安定的な黒字体質。2号店アルハンブラ店を業態転換した”日本の洋食”を軸にした新業態"Saly papa"は客数は確保するも客単価の向上に苦戦。撤退の方向性で検討をしている ケンジ アンテイテキ クロジタイシツ ギョウタイ テンカン シン キャクスウ カクホ キャクタンカ コウジョウ クセン テッタイ ホウコウセイ ケントウ

						丸亀製麺		本土一号店出店		ハワイWaikikki店は依然好調を維持　世界トップの売上を誇る（最高日商も更新）。
2017年9月にオープンしたロサンゼルス・Sawtelle店、2018年1月にオープンのサンフランシスコ・Stonestown店はさらなる改善が進み、売上が伸張。3号店がLA・ビバリーヒルズ店舗はモールの集客が鈍化しており店舗モデルの構築に苦戦。また、2018年12月に4号店がグレンデールにオープンし、米国では初の丸亀フードコートモデルの構築に取り組んでいる。 ネン ガツ		ハワイ
830百万 / 120百万
本土：軽微                  ホンド ケイビ						丸亀製麺		本土一号店出店		ハワイWaikikki店は依然好調を維持　世界トップの売上を誇る（最高日商も更新）。
2017年9月にオープンしたロサンゼルス・Sawtelle店、2018年1月にオープンのサンフランシスコ・Stonestown店はさらなる改善が進み、売上が伸張。3号店がLA・ビバリーヒルズ店舗はモールの集客が鈍化しており店舗モデルの構築に苦戦。また4号店のグレンデールがオープンし、米国では初の丸亀フードコートモデルの構築に取り組む サイコウ ニッショウ コウシン テン テン カイゼン スス ウリアゲ シンチョウ テンポ シュウキャク ドンカ テンポ コウチク クセン ゴウテン ベイコク ハツ マルガメ コウチク ト ク

						CRACKIN’KITCHEN		出店準備中		ハワイ店は依然好調を維持　世界１、２位の売上を誇る。2018年3月LAに本土１号店メニュー改善やマーケ施策が結果に結びつかず、閉店。		590百万 / 70百万  ヒャク マン ヒャクマン						CRACKIN’KITCHEN		出店準備中		ハワイ店は依然好調を維持　世界１、２位の売上を誇る。2018年3月LAに本土１号店メニュー改善やマーケ施策が結果に結びつかず、閉店 テン ネン ホンド ゴウテン カイゼン シサク ケッカ ムス ヘイテン

						POKE				2018年8月に出資を完了し提携開始。10-12月にかけて積極的に新店をオープンし、現在は32店舗体制に。2019年も約30店舗(すべてFC)の出店を計画中。品質保証や購買面で、トリドールHDのノウハウ移管を検討している。 タイセイ								POKE				2018年8月に出資を完了し提携開始。10-12月にかけて積極的に新店をオープンし、現在は30店舗強に。2019年も約30店舗(すべてFC)の積極出店を計画中。品質保証や購買面で、トリドールHDのノウハウ移管を検討している ネン ガツ シュッシ カンリョウ テイケイ カイシ セッキョクテキ ゲンザイ テンポ キョウ セッキョク シュッテン ケイカクチュウ ケントウ

				イギリス		Shoryu		出店拡大中		引き続きロンドンでのドミナント展開を進める。唯一の郊外店であるマンチェスター店とオクスフォード店は賃料や物流費などのコストカットを実施中。
単価を抑えたラーメンのほか、焼きそば・カツカレーなどの新メニューを導入。また、グデタマなどキャラクターを使用した販促のほか、店外からの視認性を高める施策など、集客に向けた取り組みも実施しており、全体として成果が出ている。								Shoryu				引き続きロンドンでのドミナント展開を進める。唯一の郊外店であるマンチェスター店とオクスフォード店は賃料や物流費などのコストカットを実施中。
商品は単価を抑えたラーメンや、グデタマなどキャラクターを使用した販促、焼きそばやカツカレーなどの新メニューを導入。店外からの視認性を高める施策など、集客に向けた取り組みも実施しており、全体として成果が出ている。 テンカイ ユイイツ コウガイ テン テン テン チンリョウ ブツリュウ ヒ ジッシ チュウ ショウヒン タンカ オサ シヨウ ハンソク ヤ シン ドウニュウ テン ガイ シニンセイ タカ シサク シュウキャク ム ト ク ジッシ ゼンタイ セイカ デ

				ロシア		丸亀製麺		収益改善中		2020年12月期より、合弁を解消し、全店FC化。これにより資金の外部調達も可能になり、モスクワにてFC、サブFC店の展開を画策、積極的な出店と既存店強化を目論む。
今後は、収益拡大とともにこれまで出店のなかった立地への新規出店を行い、店舗数の拡大を予定している。						ロシア		丸亀製麺		収益改善中		2020年12月期より、合弁を解消し、全店FC化。これにより資金の外部調達も可能になり、モスクワにてFC、サブFC店の展開を画策、積極的な出店と既存店強化を目論む。今後は、収益拡大とともに、ロシアにおけるTier oneモールからの誘いもある中で、これまで出店のなかった立地への新規出店を行い、店舗数の拡大を予定している。日本からのサポート方法についても、引き続き検討。 ネン ガツキ ゴウベン カイショウ ゼンテン カ シキン ガイブチョウタツ カノウ ミセ テンカイ カクサク セッキョクテキ シュッテン キョウカ モクロ コンゴ シュウエキカクダイ サソ ナカ シュッテン リッチ シンキ シュッテン オコナ テンポスウ カクダイ ヨテイ ニホン ホウホウ ヒ ツヅ ケントウ

				その他 タ		ＷＯＫ ＴＯ ＷＡＬＫ		出店拡大中		フランスにおける大型契約を含む複数のフランチャイジーが存在することにより、フランチャイズビジネスは堅調に推移し、順調に店舗数を拡大している。
苦戦中の米国での直営店は具材やオペレーションの見直しを行った。		軽微 ケイビ						ＷＯＫ ＴＯ ＷＡＬＫ				フランスにおける大型契約を含む複数のフランチャイジーが存在することにより、フランチャイズビジネスは堅調に推移し、順調に店舗数を拡大している。
苦戦中の米国での直営店は具材やオペレーションの見直しを行った。 ソンザイ ケンチョウ スイイ ジュンチョウ テンポ スウ カクダイ クセン チュウ ベイコク チョクエイテン グザイ ミナオ オコナ



				Area		Country/Brand		Status		Outline		PL Contribution (last year)
Sales / Segment profit

				Asia		Taiwan (ROC)		出店拡大中		Improves personnel system for staff sufficiency. Opening new stores. Operating 4 Tonkatsu stores.		3,200 mil. / 390 mil.

						S. Korea		収益改善中		Main stores keep good. Opening new stores.		350mil. / 5mil.

						China (PRC)		出店拡大中		Keeps good. Sales in coast cities (e.g., Shanghai) are nice. Currently 85 stores. "Hakatan-maru" ramen brand develops.

						Hong Kong (Yunnan)				Grouped in Feb-2018. Currently operating "Tam Chai Yunnan Noodle" and "TamJai SamGor Rice Noodle" stores (109 in total). 70% market share of Yunnan Noodle in Hong Kong. To open new stores in Hong Kong.		3390mil. / 560mil.

						Thailand		収益改善中		Management enhancement brings big profit improvement through 1) profit improvement of Existing Stores, 2) development of small stores (good sales with low initial costs), and 3) customization of HQ costs. To keep stable profits.

						Indonesia		出店拡大中		Develops Marugameseimen stores mainly in major Shopping Centers in Jakarta. Also examines other big cities. Marugame Seimen brand is Halal approved, and popular among local Muslims.				 

						Vietnam		Profit being improved		Saves opening stores in 2017 for yearly profit by improving organization system and management system.  To achieve monthly profits. Examines sub-franchising for further business expansion.

						Cambodia		Profit being improved		Sales of Existing Stores improved a lot. Portable stall type stores (with small initial costs) contribute to profit.  Launches new brand for casual Japanese foods in Feb. 2018, targeting wider range of market.		80mil. / △21mil.

						Malaysia
(Boat Noodle, Others)		Opening new stores		Operating approx. 70 stores of "Boat Noodle" and "CillCill" brands. Expanding with profits. Accelerating franchising in other countries such as Brunei, Indonesia, Myanmar and Singapore. Planning to expand to other countries.

						Philippines				Opens 1st Marugameseimen store in Aug-2017 and 2nd in Feb-2018 (both FC). Keep good. 4 more stores scheduled. Swift business expansion expected.

						Myanmar
(Boat Noodles)				Establishes JV company with YKKO (biggest local restaurant company), and franchises Boat Noodle brand since Oct. 2017. Widely accepted as uniquely fashionable restaurant with fun to eat. 2nd store to open.



				Area		Country/Brand		Status		Outline		PL Contribution (last year)
Sales / Segment profit

				USA		TDC (Tokyo Table)		New store to open		1st store in Irvine keeps good. One of world top sales/profits stores in Toridoll Group, whereas 2nd store in Alhambra is in tough. To change to "Western Japanese" like brand for profit improvement.		780mil. / △28mil.0 

						Marugame Seimen		New store to open		Waikiki Shop keeps good. World top 1-2 sales in Toridoll Group.  1st store in mainland opened in Sawtelle, LA in Sep. 2017.  2nd store in Stonestown, SF started with good launch in Jan. 2018 (same sales level as Waikiki Shop for the first weekend).  3rd store in Shopping Center around Beverly Hills to open.		Hawaii
830mil. / 120mil.
Main Land：small                 

						CRACKIN'KITCHEN		New store to open		Keeps good. World Top 1-2 sales in Toridoll Group.  Opens 1st in mainland store in LA in Mar. 2018.		140mil. / 5mil. 

				UK		Sakagura		-		Opens 1st store in November 2016. Introduced collaboration menus between Bent Box and Shoryu Ramen, and charbroil steaks and tempuras. Lava Plate stake from 2018 beginning becomes popular. Lower pricing contributes guest count (wider customer range) and sales. Keeps marketing measures (e.g.,  via SNS, Restaurant Week and Japanese Sake events) for brand awareness .

						Shoryu		Opening new stores		Some stores are in top sales group. Strategic dominance in London. Local cities to be only in Manchester and  Oxford. To improve profitability. New stores being prepared.

				Italy		Tokyo Table, Others		-		Opens "Bottega del Ramen" in Feb. and "Tokyo Table" in Mar, 2017.  "Bottega del Ramen" achieved monthly profit. "Tokyo table" marks record high in monthly sales for consecutive 2 months. Still not profit for whole business unit, and more sales necessary. Both stores to introduce new menus for summer. Expanding sales by delivery through Uber-eat and Deliveroo.		small

				Russia		Marugame Seimen				4 direct-operation stores and 3 FC stores in Moscow. Achieved all stores in the black. To develop more stores (especially in food court) as well as keeping stable profits.

				Others		WOK TO WALK		Opening new stores		Store aggressively expanding to 93 (including 3 direct-operation stores in US) after grouped. FC contracts in India, Israel, and newly Malta and Oman. Opens 1st direct-operation store In US in Feb, 2nd in Jul and 3rd store in Dec. 2017. Exploring other counties for FCs.		small





M&A　PMI

				ブランド		概要 ガイヨウ		PMIの状況 ジョウキョウ

				晩杯屋 バ		大衆酒場「晩杯屋」等を東京都内で運営するアクティブソース社の株式を取得（80.3%）しグループ会社化		・モデル店舗における丸亀製麺のノウハウを生かしたオペレーションの改善
・パート・アルバイト採用強化の仕組み導入、社内独立制度を含めた新人事制度の構築
・採用費や消耗品費など、グループ単価を採用することによる経費削減
・店舗タイプ別のスクリーニング要件、出店計画の策定、物件取得サポートの実施 フク シン ジンジ セイド コウチク ブッケン シュトク ジッシ				募集10人→100人規模に
物件情報が豊富　出店の精度が向上　投資検証表の活用など ボシュウ ニン ニン キボ ブッケン ジョウホウ ホウフ シュッテン セイド コウジョウ トウシ ケンショウ ヒョウ カツヨウ

				ずんどう屋 ヤ		主に関西において、とんこつラーメン店の「ずんどう屋」を運営するZUND社の株式を取得（80%）しグループ会社化		・モデル店舗におけるコンセプトのブラッシュアップと丸亀製麺のノウハウを生かしたオペレーションの改善
・当社ノウハウを活用した、採用における掲載媒体最適化の仕組み導入
・採用費や消耗品費など、グループ単価を採用することによる経費削減
・当社新店開発部による勝ちパターンの分析、優先出店エリアの決定　
・人事制度（賞与制度等）の再構築 トウ シャ

				「譚仔雲南米線」/「譚仔三哥米線」		スパイシー麺の人気チェーン店「譚仔雲南米線」および「譚仔三哥米線」の運営会社の株式をそれぞれ100%取得		・グループ会社としてのガバナンス強化及びトップマネジメント採用等、 　更なる成長を実現するための経営強化
・店舗、セントラルキッチンおよびバックオフィスにおける業務の整備
・華南地域を中心とした中国全土進出についても初期調査を開始







				Area		Country/Brand		Outline













BS

				連結BS (IFRS) レンケツ

						当期 トウ キ				前期末 ゼンキ マツ

						金額 キンガク		構成比 コウセイヒ		金額 キンガク		構成比 コウセイヒ		増減 ゾウゲン

				資産合計 シサン ゴウケイ		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103

				流動資産 リュウドウ シサン		29,966		14.8%		21,752		18.5%		8,214

				非流動資産 ヒ リュウドウ シサン		173,713		85.6%		96,081		81.5%		77,632

				負債資本合計 フサイ シホン ゴウケイ		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103

				負債合計 フサイ ゴウケイ		168,983		83.3%		82,830		70.3%		86,153

				（うち、有利子負債） ユウ リシ フサイ		145,770		71.8%		62,674		53.2%		83,096

				流動負債 リュウドウ フサイ		43,204		21.3%		25,953		22.0%		17,251

				非流動負債 ヒ リュウドウ フサイ		125,144		61.7%		56,878		48.3%		68,266

				資本合計 シホン ゴウケイ		35,332		17.4%		35,003		29.7%		329						※値張り アタイ バ

				（うち、親会社の所有者） オヤガイシャ ショユウシャ		34,305		16.9%		33,979		28.8%		326						※値張り アタイ バ



				ネット有利子負債/調整後EBITDA ユウ リシ フサイ チョウセイ ゴ		9.4				3.9				-				調整後EBITDA		15,560		9.4







				Consolidated BS (IFRS)										(unit: Million yen)

						This period				End of previous year

						Amount		Ratio		Amount		Ratio		Difference

				Total assets		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103						Including interest-bearing liabilities 

				Current assets		29,966		14.8%		21,752		18.5%		8,214						bearingの bと eの間のスペースを消してください

				Non-current assets		173,713		85.6%		96,081		81.5%		77,632						その下のliabilites、attributable にも不必要なスペースが見える気が

				Total liabilities and equity		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103						するのですが大丈夫でしょうか

				Liabilities		168,983		83.3%		82,830		70.3%		86,153

				(Including interest-bearing liabilities)		145,770		71.8%		62,674		53.2%		83,096

				Current liabilities		43,204		21.3%		25,953		22.0%		17,251

				Non-current liabilities		125,144		61.7%		56,878		48.3%		68,266

				Total equity		35,332		17.4%		35,003		29.7%		329

				(Equity attributable to 
owners of  the parent)		34,305		16.9%		33,979		28.8%		326



				Net interest-bearing liabilities / Adjusted EBITDA 		9.4				3.9				-



















































CF

						連結CF (IFRS) レンケツ

								当期 トウ キ		前年同期 ゼンネン ドウキ		増減 ゾウゲン

						営業活動による
キャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		15,517		4,402		11,115

						投資活動による
キャッシュ・フロー トウシ カツドウ		△ 6,283		△ 6,973		690

						財務活動による
キャッシュ・フロー ザイム カツドウ		△ 1,676		368		△ 2,044

						現金および現金同等物の
期末残高 ゲンキン ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		21,716		12,671		9,045







						Consolidated CF (IFRS)						(unit: Million yen)

								This period		Previous period		Difference								異なるフォントとサイズの混在

						Cash flows from operating activities		15,517		4,402		11,115								Cash flows from operating activities

						Cash flows from investing activities		△ 6,283		△ 6,973		690								Cash flows from investing activities

						Cash flows from financing activities		△ 1,676		368		△ 2,044								Cash flows from financing activities

						Cash and cash equivalents at the end of the period		21,716		12,671		9,045								Cash and cash equivalents at the end of the period





業績予想



				連結PL (IFRS) レンケツ

						2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ								下期修正予算 シモキ シュウセイ ヨサン

						連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ		連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		159,059		100.0%		145,022		100.0%		109.7%								丸亀製麺 マルガメ セイメン		カフェ		豚屋とん一 ブタ ヤ イチ		海外事業 カイガイ ジギョウ

				事業利益 ジギョウ リエキ		9,572		6.0%		7,270		5.0%		131.7%								48,697		3,230		2,038		16,574

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		29,640		18.6%		12,402		8.6%		239.0%								6,716		37		18		1,909

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,689		4.2%		2,302		1.6%		290.6%

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		5,266		3.3%		1,337		0.9%		393.9%								通期修正予算 ツウキ シュウセイ ヨサン

				当期利益 トウキ リエキ		2,704		1.7%		221		0.2%		1223.5%								97,880		5,825		3,865		33,294

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		2,610		1.6%		267		0.2%		977.5%								14,548		153		73		4,261



				丸亀製麺セグメントPL マルガメ セイメン		2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		97,880		100.0%		89,944		100.0%		108.8%

				セグメント利益 リエキ		14,548		14.9%		12,438		13.8%		117.0%



				海外事業セグメントPL		2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		33,294		100.0%		30,242		100.0%		110.1%

				セグメント利益 リエキ		4,261		12.8%		3,258		10.8%		130.8%









				Consolidated PL (IFRS)

						FY 2018				FY 2017				YoY

						連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ		連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ

				Revenue		159,059		100.0%		145,022		100.0%		109.7%

				Contribution margin		9,572		6.0%		7,270		5.0%		131.7%

				Adjusted EBITDA		29,640		18.6%		12,402		8.6%		239.0%

				Operating profit		6,689		4.2%		2,302		1.6%		290.6%

				Profit before tax		5,266		3.3%		1,337		0.9%		393.9%

				Profit for the year		2,704		1.7%		221		0.2%		1223.5%

				Profit for the year attributable to owners of the parent		2,610		1.6%		267		0.2%		977.5%



				Marugame Seimen
segment		FY 2018				FY 2017				YoY

				Revenue		97,880		100.0%		89,944		100.0%		108.8%								Segment profit

				Segment profit 		14,548		14.9%		12,438		13.8%		117.0%								Ratio to prev. period = YoY



				Overseas segment		FY 2018				FY 2017				YoY

				Revenue		33,294		100.0%		30,242		100.0%		110.1%

				Segment profit 		4,261		12.8%		3,258		10.8%		130.8%

























Sheet5



				連結PL (IFRS) レンケツ																																修正 シュウセイ		年初予算 ネンショ ヨサン

						上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ						上期計画 カミキ ケイカク		当初計画 トウショ ケイカク		売上収益 ウリア シュウエキ		56,195		56,195

作成者: 開示用の数字丸め有り

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								売上原価 ウリアゲ ゲンカ		14,451		14,572

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		80,017		100.0%				79,042		100.0%		79,042		100.0%		0				159,059		100.0%				53,465				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		41,744		41,623

作成者: 開示用の数字丸め有り


				事業利益 ジギョウ リエキ		5,840		7.3%				3,732		4.7%		3,732		4.7%		0				9,572		6.0%

				営業利益 エイギョウ リエキ		5,084		6.4%				1,605		2.0%		2,105		2.7%		△ 500				6,689		4.2%				4,400				人件費　　計 ジンケンヒ ケイ		16,774		16,908

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		4,100		5.1%				1,166		1.5%		1,766		2.2%		△ 600				5,266		3.3%				4,120				水光熱費　計 スイ コウネツヒ ケイ		3,689		3,589

				当期利益 トウキ リエキ		2,601		3.3%				103		0.1%		703		0.9%		△ 600				2,704		1.7%				2,690				地代家賃		5,699		5,826

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		2,569		3.2%				41		0.1%		641		0.8%		△ 600				2,610		1.6%				2,681				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		1,957		2,102

																																		その他一般管理費計 タ イッパン カンリヒ ケイ		8,048		7,851

				丸亀製麺セグメント マルガメ セイメン		上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ										販売費及び一般管理費合計		36,167		36,276

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								減損損失 ゲンソン ソンシツ		1,218		1,030

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%				48,697		100.0%		46,905		100.0%		1,792				97,880		100.0%				43,559		90,464		その他の営業収入 タ エイギョウ シュウニュウ		117		261

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%				6,716		13.8%		6,182		13.2%		534				14,548		14.9%				7,023		13,205		その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		41		150

作成者: 開示用の数字丸め有り


				海外事業セグメント カイガイ ジギョウ		上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ										営業利益（損失）		4,430		4,430

作成者: 開示用の数字丸め有り


						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								調整後EBITDA チョウセイゴ		7,681		7,449

作成者: 開示用の数字丸め有り


				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%				16,574		100.0%		16,518		100.0%		56				33,294		100.0%				3458				金融収益 キンユウ シュウエキ		109		86

作成者: 開示用の数字丸め有り


				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%				1,909		11.5%		1,900		11.5%		9				4,261		12.8%				271				金融費用 キンユウ ヒヨウ		123		29

作成者: 開示用の数字丸め有り


																																		経常利益（損失） ケイジョウ リエキ ソンシツ		4,490		4,490

				カフェ事業セグメント ジギョウ		上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		2,595		100.0%				3,230		100.0%		3,041		100.0%		189				5,825		100.0%

				セグメント利益 リエキ		116		0.7%				37		0.2%		△ 16		-0.1%		53				153		0.5%





				Consolidated PL (IFRS)																														持分法投資損益 モチブン ホウ トウシ ソンエキ		163		243

						FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017										税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		4,578		4,730

作成者: 開示用の数字丸め有り


						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue								法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		1,626		1,680

作成者: 開示用の数字丸め有り


				Revenue		80,017		100.0%				79,042		100.0%		79,042		100.0%		0				159,059		100.0%								当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,953		3,050

作成者: 開示用の数字丸め有り


				Operating profit		5,084		6.4%				1,605		2.0%		2,105		2.7%		△ 500				6,689		4.2%								親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウ シャ		2,964		3,033

作成者: 開示用の数字丸め有り


																																						

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		Profit before tax		4,100		5.1%				1,166		1.5%		1,766		2.2%		△ 600				5,266		3.3%								非支配持分 ヒ シハイ モチブン		(11)		17

				Profit for the year		2,601		3.3%				103		0.1%		703		0.9%		△ 600				2,704		1.7%

				Profit for the year attributable to owners of the parent		2,569		3.2%				41		0.1%		641		0.8%		△ 600				2,610		1.6%								Profit for the year attributable to owners of the parent 

																																		parents のsはいらないようです

				Marugame Seimen 
segment		FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017

						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue								フォントとフォントサイズの混在

				Revenue		49,183		100.0%				48,697		100.0%		46,905		100.0%		1,792				97,880		100.0%

				Operating profit of 
Marugame Seimen segment		7,832		15.9%				6,716		13.8%		6,182		13.2%		534				14,548		14.9%								Segment profit

				Overseas 
segment		FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017										Ratio to prev. period = YoY

						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue

				Revenue		16,720		100.0%				16,574		100.0%		16,518		100.0%		56				33,294		100.0%								% to revenue のeの切り方がおかしいので

				Operating profit of 
Marugame Seimen segment		2,352		14.1%				1,909		11.5%		1,900		11.5%		9				4,261		12.8%								フォントサイズあるいは列の幅を変える必要があります





































出店計画

																										AS

								出店		退店		2020年
3月末 ネン ガツ マツ		投資額
（概算　百万円） トウシ ガク ガイサン ヒャクマンエン				2019年
3月 ネン ガツ														2020年3月期 ネン ガツキ		2021年3月期 ネン ガツキ		2022年3月期 ネン ガツキ		2023年3月期 ネン ガツキ		2024年3月期 ネン ガツキ

																										出店 シュッテン		小 ショウ				2		7		8		8		8

				国内 コクナイ				76		15		1,164		5,376				1,103										大 ダイ				1		6		6		7		7

						丸亀製麺		32		5		844		2,240				817										計 ケイ				3		13		14		15		15

						とん一 イチ		3		2		54		97				53								退店 タイ テン		小 ショウ				0		1		1		1		1

						カフェ		10		0		39		1,500				29										大 ダイ				0		0		0		0		0

						晩杯屋 バ		3		0		52		70				49										計 ケイ				0		1		1		1		1

						ずんどう屋 ヤ		3		0		48		191				45								純増 ジュン ゾウ		小 ショウ				2		6		7		7		7

						その他 タ		25		8		127		1,278				110										大 ダイ				1		6		6		7		7

				海外 カイガイ				145		24		696		1,940				575										計 ケイ				3		12		13		14		14

						連結子会社 レンケツ コガイシャ		69		12		229		1,850				172

						持分法適用会社 モチブン ホウ テキヨウ カイシャ		52		12		247		90				207								ずんどう屋 ヤ

						純粋ＦＣ ジュンスイ		24		0		220		0				196										Year0		Year1		Year2		Year3

				合 計 ゴウ ケイ				221		39		1,860		7,316				1,678										2019/03期 キ		2020/03期 キ		2021/03期 キ		2022/03期 キ

																										出店数 シュッテン スウ		9		3		10		10

						※その他　の内訳 タ ウチワケ																				退店数 タイ テン スウ		0		0		0		0

																										店舗数 テンポスウ		45		48		58		68













								Open		Close		2020
Mar						2019
Mar



				Domestic				76		15		1,164		5,376				1,103

						Marugame Seimen		32		5		844		2,240

						Butaya Tonichi （Tonkatsu,tonteki）		3		2		54		97

						Kona's CoffeeRoasted（Cafe）		10		0		39		1,500

						Banpaiya (Standing Bar)		3		0		52		70

						Zundoya (Ramen)		3		0		48		191

						Others		25		8		127		1,278

				Overseas				145		24		696		1,940

						Subsidiaries		69		12		229		1,850

						JVs		52		12		247		90

						FCs		24		0		220		0

				Total				221		39		1,860		7,316



















中期計画

				連結PL (IFRS) レンケツ

						2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期								H29.3期 キ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		159,059		-		109.7%		174,683		-		109.8%		200,803		-		115.0%				145,022

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		29,640		18.6%		239.0%		32,373		18.5%		109.2%		36,161		18.0%		111.7%				12,402

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,689		4.2%		290.6%		9,086		5.2%		135.8%		12,045		6.0%		132.6%				2,302

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		5,266		3.3%		393.9%		8,500		4.9%		161.4%		11,481		5.7%		135.1%				1,337

				当期利益 トウキ リエキ		2,704		1.7%		1223.5%		5,615		3.2%		207.7%		7,712		3.8%		137.3%				221

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		2,610		1.6%		977.5%		5,434		3.1%		208.2%		7,488		3.7%		137.8%				267



				丸亀製麺セグメントPL マルガメ セイ メン

						2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		97,880		-		199.0%		99,307		-		101.5%		107,694		-		108.4%				49,183

				セグメント利益 リエキ		14,548		14.9%		185.8%		12,817		12.9%		88.1%		14,149		13.1%		110.4%				7,832



				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

						2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		33,294		-		199.1%		36,604		-		109.9%		41,549		-		113.5%				16,720

				セグメント利益 リエキ		4,261		12.8%		181.2%		4,452		12.2%		104.5%		4,913		11.8%		110.4%				2,352



				出店  シュッテン		221						326						412								退店 タイ テン		30期 キ		31期 キ		32期 キ

				　国内 コクナイ		76						138						199										15		16		16

				　海外 カイガイ		145						188						213										24		26		25

				累計店舗数 ルイケイ テンポ スウ		1,860						2,144						2,515								1,687

				　国内 コクナイ		1,164						1,286						1,469								1,103

				　海外 カイガイ		696						858						1,046								575





















				Consolidated PL (IFRS)

						FY2019						FY2020						FY2021								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		159,059		-		109.7%		174,683		-		109.8%		200,803		-		115.0%				95,587

				Adjusted EBITDA		29,640		18.6%		239.0%		32,373		18.5%		109.2%		36,161		18.0%		111.7%				12,799

				Operating profit		6,689		4.2%		290.6%		9,086		5.2%		135.8%		12,045		6.0%		132.6%				8,733

				Profit before tax		5,266		3.3%		393.9%		8,500		4.9%		161.4%		11,481		5.7%		135.1%				8,117

				Profit for the year		2,704		1.7%		1223.5%		5,615		3.2%		207.7%		7,712		3.8%		137.3%				5,242

				Profit for the year attributable to owners of the parents		2,610		1.6%		977.5%		5,434		3.1%		208.2%		7,488		3.7%		137.8%				5,212



				Ｍａｒｕｇａｍｅｓｅｉｍｅｎ segment

						FY2019						FY2020						FY2021								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		97,880		-		199.0%		99,307		-		101.5%		107,694		-		108.4%				6,255

				segment profit		14,548		14.9%		185.8%		12,817		12.9%		88.1%		14,149		13.1%		110.4%				436





				Overseas segment

						FY2018						FY2019						FY2020								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		33,294		-		199.1%		36,604		-		109.9%		41,549		-		113.5%				6,255

				segment profit		4,261		12.8%		181.2%		4,452		12.2%		104.5%		4,913		11.8%		110.4%				436



				Numbers of opening stores(numbers in overseas）		221				0.0%		326				0.0%		412				0.0%

				Total numbers of stores(numbers of overses)		1,860				0.0%		2,144				0.0%		2,515				0.0%				1,092		246



				Numbers of opening stores(numbers in overseas）

				Total numbers of stores(numbers of overses)





IFRS

		■2015年3月期：IFRS連結業績予想シミュレーション ネン ガツ キ レンケツ ギョウセキ ヨソウ

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		実績 ジッセキ		J-GAAP						IFRS				差異 サイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				0

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,564				営業利益 エイギョウ リエキ		4,177				△ 3,387

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,994				税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		3,602				△ 3,392

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,606				当期利益 トウキ リエキ		1,985				29

								　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,956				△ 650



		↓実績のJ-GAAPとIFRSの差異を元にIFRS予算を試算 ジッセキ サイ モト ヨサン シサン												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		予想 ヨソウ		J-GAAP						IFRS				調整 チョウセイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		84,803				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		84,803				0

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,200				営業利益 エイギョウ リエキ		3,900				△ 3,300

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,928				税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		3,628				△ 3,300

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,132				当期利益 トウキ リエキ		1,762				30

								　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,732				△ 400		※調整 チョウセイ





Sheet4

		連結純損益計算書の差異 レンケツ ジュンソンエキ ケイサンショ サイ

																						（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		日本基準（J-GAAP） ニホン キジュン						①日本基準（J-GAAP）の表示組替 ニホン キジュン ヒョウジ クミカエ						②国際会計基準（IFRS） コクサイ カイケイ キジュン						差異②－① サイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		0

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		0

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		0

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 57,421				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 57,421				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 58,605				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 1,183		※1

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,564				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 1,849				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 2,155				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 306		※2

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		277				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		338				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		324				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		△ 14

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		△ 848				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 342				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 374				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 32

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,994				営業利益 エイギョウ リエキ		5,711				営業利益 エイギョウ リエキ		4,175				営業利益 エイギョウ リエキ		△ 1,536

		特別利益 トクベツ リエキ		172				金融収益 キンユウ シュウエキ		111				金融収益 キンユウ シュウエキ		206				金融収益 キンユウ シュウエキ		95		※3

		特別損失 トクベツ ソンシツ		△ 2,068				金融費用 キンユウ ヒヨウ		△ 646				金融費用 キンユウ ヒヨウ		△ 637				金融費用 キンユウ ヒヨウ		9

		税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		5,098				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 77				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 130				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 53		※4

		法人税等 ホウジンゼイ トウ		△ 2,429				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		5,098				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		3,614				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		△ 1,484

		少数株主調整前当期純利益 ショウスウ カブヌシ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		2,669				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		△ 2,429				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		△ 1,603				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		826		※5

		少数株主損益 ショウスウ カブヌシ ソンエキ		△ 29				当期利益 トウキ リエキ		2,669				当期利益 トウキ リエキ		2,011				当期利益 トウキ リエキ		△ 658

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,640				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		2,640				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,982				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		△ 658

								　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		29				　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		29				　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		0

																				IFRSと日本基準の主な差異 ニホン キジュン オモ サイ

																		※1		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		△ 869		定額法への遡及修正 テイガク ホウ ソキュウ シュウセイ

				日本基準（J-GAAP） ニホン キジュン				国際会計基準（IFRS） コクサイ カイケイ キジュン												租税公課 ソゼイ コウカ		△ 344		法人税等（均等割）より振替 ホウジンゼイ トウ キントウワリ フリカエ

		営業利益 エイギョウ リエキ		売上総利益－販売費及び一般管理費 ウリアゲ ソウリエキ ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				売上総利益－販売費及び一般管理費－減損損失＋その他の営業収益－その他の営業費用 ウリアゲ ソウリエキ ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ ゲンソン ソンシツ タ エイギョウ シュウエキ タ エイギョウ ヒヨウ												その他 タ		30

																				計 ケイ		△ 1,183

		経常利益 ケイジョウ リエキ		営業利益＋営業外収益－営業外費用 エイギョウ リエキ エイギョウガイ シュウエキ エイギョウガイ ヒヨウ				経常利益、特別損益の概念はなく、金融収益、金融費用及び持分法による投資損益以外は、営業利益に加減 ケイジョウ リエキ トクベツ ソンエキ ガイネン キンユウ シュウエキ キンユウ ヒヨウ オヨ モチブンポウ トウシ ソンエキ イガイ エイギョウ リエキ カゲン										※2		減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 251		割引後CFとの比較 ワリビキ アト ヒカク

																				減損損失（のれん） ゲンソン ソンシツ		△ 55		非償却分を減損 ヒ ショウキャク ブン ゲンソン

		金融収益 キンユウ シュウエキ		－				受取利息、為替差益等 ウケトリ リソク カワセ サエキ トウ												計 ケイ		△ 306

		金融費用 キンユウ ヒヨウ		－				支払利息、為替差損等 シハライ リソク カワセ サソン トウ										※3		受取利息 ウケトリ リソク		95		敷金保証金を償却原価に シキキン ホショウキン ショウキャク ゲンカ

																				計 ケイ		95

																		※4		持分法による投資損失 モチブンポウ トウシ ソンシツ		△ 86		全ての共同支配企業を持分法適用に スベ キョウドウ シハイ キギョウ モチブンポウ テキヨウ

																				持分法による投資損失 モチブンポウ トウシ ソンシツ		33		持分法のれんの非償却 モチブンポウ ヒ ショウキャク

																				計 ケイ		△ 53

																		※5		法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		345		均等割を租税公課に振替 キントウワリ ソゼイ コウカ フリカエ

																				法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		132		税率変更による修正 ゼイリツ ヘンコウ シュウセイ

																				法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		349		IFRS修正に係る税効果調整 シュウセイ カカ ゼイ コウカ チョウセイ

																				計 ケイ		826



表示組替

IFRS調整



世界ランキング

				世界外食企業ランキング（上場企業）上位10社

						企業名		国名		売上高
（百万ドル）		決算期		展開ブランド

				1		McDonald's Corporation 		アメリカ		28,106		41609		McDonald's

				2		Starbucks Corporation 		アメリカ		14,892		41518		Starbucks

				3		Yum Brands Inc 		アメリカ		13,084		41609		KFC/Pizza Hut/Taco Bell、他

				4		Darden Restaurants Inc 		アメリカ		6,286		41760		Red Lobster/Olive Garden/
LongHorn Steakhouse、他

				5		AUTOGRILL SPA 		イタリア		6,207		41609		FC含む250ブランド以上を展開

				6		ゼンショーホールディングス		日本		4,679		41699		すき家/ココス/はま寿司、他

				7		Bloomin Brands Inc		アメリカ		4,129		41609		OUTBACK STEAKHOUSE
/CARRABBA'S、他

				8		ARCOS DORADOS 
HOLDINGS INCORPORATED 		アルゼンチン		4,033		41609		（中南米、カリブ海エリアの
McDonald's franchisee）

				9		Chipotle Mexican Grill, Inc. 		アメリカ		3,215		41609		Chipotle

				10		TIM HORTONS INCORPORATED		カナダ		3,162		41609		Tim Hortons、他

				（出所）各社決算資料等よりみずほ銀行産業調査部作成
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						McDonald's Corporation (アメリカ)		28,106

						Starbucks Corporation (アメリカ)		14,892

						Yum Brands Inc (アメリカ)		13,084

						Darden Restaurants Inc (アメリカ)		6,286

						AUTOGRILL SPA (イタリア)		6,207

						ゼンショーホールディングス(日本)		4,679

						Bloomin Brands Inc(アメリカ)		4,129

						ARCOS DORADOS 
HOLDINGS INCORPORATED (アルゼンチン)		4,033

						Chipotle Mexican Grill, Inc. (アメリカ)		3,215

						TIM HORTONS INCORPORATED(カナダ)		3,162





						TIM HORTONS Inc.(カナダ)		3,162

						Chipotle Mexican Grill, Inc. (アメリカ)		3,215

						ARCOS DORADOS HD Inc. (アルゼンチン)		4,033

						Bloomin Brands Inc.(アメリカ)		4,129

						ゼンショーホールディングス(日本)		4,679

						AUTOGRILL SPA (イタリア)		6,207

						Darden Restaurants Inc. (アメリカ)		6,286

						Yum Brands Inc. (アメリカ)		13,084

						Starbucks Corporation (アメリカ)		14,892

						McDonald's Corporation (アメリカ)		28,106









						TIM HORTONS Inc.		3,162

						Chipotle Mexican Grill, Inc. 		3,215

						ARCOS DORADOS HD Inc. 		4,033

						Bloomin Brands Inc.		4,129

						ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.		4,679

						AUTOGRILL SPA 		6,207

						Darden Restaurants Inc. 		6,286

						Yum Brands Inc. 		13,084

						Starbucks Corporation 		14,892

						McDonald's Corporation 		28,106





						McDonald's Corporation 		28,106

						Starbucks Corporation 		14,892

						Yum Brands Inc. 		13,084

						Darden Restaurants Inc. 		6,286

						AUTOGRILL SPA 		6,207

						ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.		4,679

						Bloomin Brands Inc.		4,129

						ARCOS DORADOS HD Inc. 		4,033

						Chipotle Mexican Grill, Inc. 		3,215

						TIM HORTONS Inc.		3,162



TIM HORTONS Inc.(カナダ)	Chipotle Mexican Grill, Inc. (アメリカ)	ARCOS DORADOS HD Inc. (アルゼンチン)	Bloomin Brands Inc.(アメリカ)	ゼンショーホールディングス(日本)	AUTOGRILL SPA (イタリア)	Darden Restaurants Inc. (アメリカ)	Yum Brands Inc. (アメリカ)	Starbucks Corporation (アメリカ)	McDonald's Corporation (アメリカ)	3162	3215	4033	4129	4679	6207	6286	13084	14892	28106	McDonald's Corporation 	Starbucks Corporation 	Yum Brands Inc. 	Darden Restaurants Inc. 	AUTOGRILL SPA 	ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.	Bloomin Brands Inc.	ARCOS DORADOS HD Inc. 	Chipotle Mexican Grill, Inc. 	TIM HORTONS Inc.	28106	14892	13084	6286	6207	4679	4129	4033	3215	3162	

基礎資料

		ＢＩ　「月別・日別推移」　→　「当月レート」　は、前月末のレートを採用 ツキベツ ヒ ベツ スイイ トウゲツ ゼンゲツ マツ サイヨウ

		閉店日　＞＝2016/03/31　（3/31以前に閉店した店舗は含まない） 　 開店日　＜＝2015/12/31（12/31以前に開店した店舗を含む）　など　　を選択 ヘイ テン テンポ フク カイテン ヒ イゼン カイテン テンポ フク

		*は取る ト

		開店、閉店の情報は、右クリックでロックする カイテン ヘイテン ジョウホウ ミギ

		⇒　2016/1/1から03/31まで、ひと月フルで営業していた店舗を対象にしている ツキ エイギョウ テンポ タイショウ

		1Q		閉店日　＞＝2018/3/31　		開店日 ＜＝2017/12/31

		2Q		閉店日　＞＝2018/06/30　		開店日 ＜＝2017/12/31

		3Q		閉店日　＞＝2018/09/30　		開店日 ＜＝2017/12/31

		4Q		閉店日　＞＝2018/12/31　		開店日 ＜＝2017/12/31

		※台湾は注意 タイワン チュウイ

		※丸亀製麺だけ絞る マ シボ

		アメリカ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		11,037,015		1,236,035,309		0		-		944,199,552		130.91%		1,085,440		887,294		122.3%		1,139		0		-		-		-		-		-		3

		2018/01		934,634		104,669,658		0		-		67,798,467		154.38%		94,437		67,217		140.5%		1,108		0		-		-		-		-		-

		2018/02		865,529		96,930,585		0		-		58,289,841		166.29%		86,893		58,009		149.8%		1,116		0		-		-		-		-		-

		2018/03		940,247		105,298,244		0		-		62,867,453		167.49%		93,828		62,064		151.2%		1,122		0		-		-		-		-		-

		2018/04		879,409		98,484,986		0		-		62,713,474		157.04%		88,931		61,268		145.2%		1,107		0		-		-		-		-		-

		2018/05		923,118		103,380,016		0		-		66,076,146		156.46%		92,310		63,938		144.4%		1,120		0		-		-		-		-		-

		2018/06		891,830		99,876,097		0		-		65,094,909		153.43%		89,438		63,065		141.8%		1,117		0		-		-		-		-		-

		2018/07		918,801		102,896,533		0		-		71,199,415		144.52%		91,340		67,966		134.4%		1,127		0		-		-		-		-		-

		2018/08		933,509		104,543,639		0		-		75,557,404		138.36%		90,175		71,798		125.6%		1,159		0		-		-		-		-		-

		2018/09		902,763		101,100,405		0		-		89,716,330		112.69%		87,740		82,737		106.0%		1,152		0		-		-		-		-		-

		2018/10		904,814		101,330,172		0		-		108,372,002		93.50%		87,870		96,758		90.8%		1,153		0		-		-		-		-		-

		2018/11		902,780		101,102,360		0		-		107,716,571		93.86%		87,338		96,159		90.8%		1,158		0		-		-		-		-		-

		2018/12		1,039,580		116,422,613		0		-		108,797,539		107.01%		95,140		96,315		98.8%		1,224		0		-		-		-		-		-

						34,334,314										30,151						1,139

						34,334

		韓国 カンコク

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		6,706,938,740		670,693,874		0		-		680,174,538		98.61%		755,090		803,853		93.9%		888		0		-		-		-		-		-		10

		2018/01		566,061,780		56,606,178		0		-		57,115,579		99.11%		66,453		66,098		100.5%		852		0		-		-		-		-		-

		2018/02		520,514,890		52,051,489		0		-		52,995,374		98.22%		60,381		61,720		97.8%		862		0		-		-		-		-		-

		2018/03		572,189,740		57,218,974		0		-		50,865,872		112.49%		66,336		59,949		110.7%		863		0		-		-		-		-		-

		2018/04		541,064,440		54,106,444		0		-		54,753,092		98.82%		60,522		65,413		92.5%		894		0		-		-		-		-		-

		2018/05		564,352,660		56,435,266		0		-		57,043,792		98.93%		63,559		68,308		93.0%		888		0		-		-		-		-		-

		2018/06		535,459,550		53,545,955		0		-		56,203,125		95.27%		60,112		67,006		89.7%		891		0		-		-		-		-		-

		2018/07		605,035,010		60,503,501		0		-		59,664,308		101.41%		68,244		70,970		96.2%		887		0		-		-		-		-		-

		2018/08		600,337,740		60,033,774		0		-		60,273,538		99.60%		67,212		71,770		93.6%		893		0		-		-		-		-		-

		2018/09		539,093,950		53,909,395		0		-		54,244,144		99.38%		58,602		64,180		91.3%		920		0		-		-		-		-		-

		2018/10		551,903,530		55,190,353		0		-		56,888,227		97.02%		61,414		67,561		90.9%		899		0		-		-		-		-		-

		2018/11		542,895,370		54,289,537		0		-		57,939,978		93.70%		59,548		68,212		87.3%		912		0		-		-		-		-		-

		2018/12		568,030,080		56,803,008		0		-		62,187,509		91.34%		62,707		72,666		86.3%		906		0		-		-		-		-		-

						5,589,116										6,292						888

						5,589

		台湾 タイワン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計				2,971,667,163										4,616,338								0		-		-		-		-		-		28

		2018/04		73,235,984		262,917,183		0		-		251,137,520		104.69%		389,494		407,124		95.7%		675		0		-		-		-		-		-

		2018/05		68,393,158		245,531,437		0		-		257,344,792		95.41%		378,505		388,993		97.3%		649		0		-		-		-		-		-

		2018/06		71,168,994		255,496,688		0		-		254,627,460		100.34%		391,780		386,317		101.4%		652		0		-		-		-		-		-

		2018/07		77,465,930		278,102,689		0		-		291,768,623		95.32%		431,510		435,155		99.2%		644		0		-		-		-		-		-

		2018/08		68,986,210		247,660,494		0		-		279,460,312		88.62%		400,710		422,766		94.8%		618		0		-		-		-		-		-

		2018/09		66,685,851		239,402,205		0		-		209,331,593		114.37%		368,591		319,832		115.2%		650		0		-		-		-		-		-

		2018/10		65,631,275		235,616,277		0		-		262,058,946		89.91%		359,469		395,002		91.0%		655		0		-		-		-		-		-

		2018/11		60,463,169		217,062,777		0		-		238,986,853		90.83%		350,028		358,597		97.6%		620		0		-		-		-		-		-

		2018/12		74,003,339		265,671,987		0		-		270,622,985		98.17%		418,034		405,124		103.2%		636		0		-		-		-		-		-

		2019/01		66,674,732		239,362,288		0		-		229,919,385		104.11%		376,272		353,655		106.4%		636		0		-		-		-		-		-

		2019/02		68,961,950		247,573,401		0		-		271,017,195		91.35%		380,474		385,962		98.6%		651		0		-		-		-		-		-

		2019/03		66,091,849		237,269,738		0		-		236,765,436		100.21%		371,471		349,155		106.4%		639		0		-		-		-		-		-

						8,844,248										13,739						644

						8,844

		ロシア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		249,820,501		489,648,182		0		-		606,340,489		80.75%		619,308		768,902		80.5%		791		0		-		-		-		-		-		7

		2018/01		23,475,281		46,011,550		0		-		37,642,492		122.23%		57,336		48,483		118.3%		802		0		-		-		-		-		-

		2018/02		23,467,768		45,996,825		0		-		41,677,393		110.36%		58,371		53,890		108.3%		788		0		-		-		-		-		-

		2018/03		28,161,829		55,197,185		0		-		55,066,665		100.24%		69,347		70,917		97.8%		796		0		-		-		-		-		-

		2018/04		29,134,888		57,104,380		0		-		51,409,079		111.08%		71,632		65,798		108.9%		797		0		-		-		-		-		-

		2018/05		28,300,303		55,468,594		0		-		51,420,349		107.87%		69,890		66,385		105.3%		794		0		-		-		-		-		-

		2018/06		29,105,898		57,047,559		0		-		51,120,385		111.59%		69,055		62,666		110.2%		826		0		-		-		-		-		-

		2018/07		26,761,752		52,453,033		0		-		47,238,507		111.04%		64,403		59,162		108.9%		814		0		-		-		-		-		-

		2018/08		25,422,365		49,827,835		0		-		46,456,545		107.26%		61,844		62,566		98.8%		806		0		-		-		-		-		-

		2018/09		11,250,390		22,050,764		0		-		56,269,767		39.19%		30,150		69,913		43.1%		731		0		-		-		-		-		-

		2018/10		12,932,184		25,347,080		0		-		59,012,452		42.95%		35,088		73,440		47.8%		722		0		-		-		-		-		-

		2018/11		11,807,845		23,143,376		0		-		56,289,703		41.11%		32,192		69,802		46.1%		719		0		-		-		-		-		-

		2018/12		0		0		0		-		52,737,152		0.00%		0		65,880		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

						6,359,067										8,043						791

						6,359

		中国 チュウゴク

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		253,847,903		4,257,029,327		0		-		4,276,874,170		99.54%		6,629,104		6,377,268		103.9%		642		0		-		-		-		-		-		69

		2018/01		21,499,479		360,546,268		0		-		354,313,915		101.76%		547,348		520,677		105.1%		659		0		-		-		-		-		-

		2018/02		19,902,231		333,760,419		0		-		317,080,764		105.26%		517,272		471,878		109.6%		645		0		-		-		-		-		-

		2018/03		21,157,732		354,815,159		0		-		340,711,334		104.14%		537,201		509,587		105.4%		660		0		-		-		-		-		-

		2018/04		20,238,475		339,399,222		0		-		339,685,662		99.92%		510,965		494,047		103.4%		664		0		-		-		-		-		-

		2018/05		20,188,411		338,559,649		0		-		350,489,524		96.60%		559,414		518,800		107.8%		605		0		-		-		-		-		-

		2018/06		21,499,488		360,546,409		0		-		380,465,857		94.76%		654,384		552,143		118.5%		551		0		-		-		-		-		-

		2018/07		24,090,931		404,004,918		0		-		401,912,616		100.52%		634,219		600,567		105.6%		637		0		-		-		-		-		-

		2018/08		23,709,415		397,606,893		0		-		391,397,135		101.59%		601,990		597,178		100.8%		660		0		-		-		-		-		-

		2018/09		20,247,900		339,557,280		0		-		340,705,766		99.66%		521,964		521,082		100.2%		651		0		-		-		-		-		-

		2018/10		20,449,485		342,937,857		0		-		340,641,385		100.67%		529,361		522,324		101.3%		648		0		-		-		-		-		-

		2018/11		19,610,734		328,872,006		0		-		339,044,797		97.00%		504,097		506,954		99.4%		652		0		-		-		-		-		-

		2018/12		21,253,622		356,423,248		0		-		380,425,416		93.69%		510,889		562,031		90.9%		698		0		-		-		-		-		-

						5,141,340										8,006						642

						5,141

		タイ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		136,089,230		485,838,550		0		-		539,844,041		90.00%		876,307		1,107,020		79.2%		554		0		-		-		-		-		-		22

		2018/01		13,421,005		47,912,987		0		-		40,074,580		119.56%		101,773		76,489		133.1%		471		0		-		-		-		-		-

		2018/02		11,488,032		41,012,276		0		-		37,324,473		109.88%		84,617		71,707		118.0%		485		0		-		-		-		-		-

		2018/03		12,723,835		45,424,091		0		-		42,611,486		106.60%		94,942		86,311		110.0%		478		0		-		-		-		-		-

		2018/04		12,840,018		45,838,865		0		-		45,051,056		101.75%		95,161		92,636		102.7%		482		0		-		-		-		-		-

		2018/05		12,432,458		44,383,875		0		-		37,668,891		117.83%		93,249		81,002		115.1%		476		0		-		-		-		-		-

		2018/06		12,305,931		43,932,174		0		-		45,718,692		96.09%		93,433		93,906		99.5%		470		0		-		-		-		-		-

		2018/07		12,344,254		44,068,987		0		-		46,736,223		94.29%		94,490		97,973		96.4%		466		0		-		-		-		-		-

		2018/08		12,112,614		43,242,032		0		-		48,688,249		88.81%		92,877		100,836		92.1%		466		0		-		-		-		-		-

		2018/09		11,428,445		40,799,549		0		-		49,654,757		82.17%		86,171		101,589		84.8%		473		0		-		-		-		-		-

		2018/10		5,156,638		18,409,197		0		-		46,566,077		39.53%		39,594		96,613		41.0%		465		0		-		-		-		-		-

		2018/11		7,520,459		26,848,037		0		-		46,014,052		58.35%		0		94,430		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

		2018/12		12,315,541		43,966,481		0		-		53,735,506		81.82%		0		113,528		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

						1,840,298										3,319						554

						1,840

		カンボジア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		723,052		80,974,591		0		-		79,876,540		101.37%		174,243		162,171		107.4%		465		0		-		-		-		-		-		1

		2018/01		60,902		6,820,403		0		-		5,835,079		116.89%		16,075		11,579		138.8%		424		0		-		-		-		-		-

		2018/02		54,361		6,087,933		0		-		5,431,325		112.09%		14,896		10,550		141.2%		409		0		-		-		-		-		-

		2018/03		61,330		6,868,311		0		-		6,083,072		112.91%		16,130		11,790		136.8%		426		0		-		-		-		-		-

		2018/04		62,016		6,945,199		0		-		6,234,230		111.40%		15,308		12,235		125.1%		454		0		-		-		-		-		-

		2018/05		55,382		6,202,267		0		-		6,263,222		99.03%		13,486		12,003		112.4%		460		0		-		-		-		-		-

		2018/06		57,645		6,455,609		0		-		6,783,814		95.16%		14,438		13,411		107.7%		447		0		-		-		-		-		-

		2018/07		55,777		6,246,474		0		-		7,030,093		88.85%		13,565		14,230		95.3%		460		0		-		-		-		-		-

		2018/08		61,259		6,860,382		0		-		7,381,441		92.94%		13,868		17,560		79.0%		495		0		-		-		-		-		-

		2018/09		56,863		6,368,142		0		-		6,971,815		91.34%		12,830		16,316		78.6%		496		0		-		-		-		-		-

		2018/10		66,844		7,485,806		0		-		7,285,194		102.75%		15,078		8,131		185.4%		496		0		-		-		-		-		-

		2018/11		61,908		6,933,024		0		-		7,221,156		96.01%		13,870		16,264		85.3%		500		0		-		-		-		-		-

		2018/12		68,765		7,701,041		0		-		7,356,099		104.69%		14,699		18,102		81.2%		524		0		-		-		-		-		-

						6,747,883										14,520						465

						6,748



		フィリピン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		69,533,573		157,145,876		0		-		51,237,143		306.70%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-		1

		2018/01		5,292,606		11,961,289		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/02		5,112,480		11,554,205		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/03		5,498,906		12,427,527		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/04		5,373,300		12,143,657		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/05		5,335,998		12,059,355		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/06		5,364,759		12,124,355		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/07		5,704,955		12,893,197		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/08		5,886,499		13,303,488		0		-		6,529,648		203.74%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/09		5,779,436		13,061,526		0		-		10,703,669		122.03%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/10		6,103,613		13,794,166		0		-		10,936,373		126.13%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/11		7,099,325		16,044,475		0		-		10,674,562		150.31%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/12		6,981,697		15,778,635		0		-		12,392,892		127.32%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

						13,095,490										0						ERROR:#DIV/0!

						13,095



				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン				検算 ケンザン

				アメリカ (本土・ハワイ） ホンド		34,334		30,151		1,139				30,151		0				9364837.1399935

				韓国 カンコク		5,589		6,292		888				6,292		0				16312.6546754795

				台湾 タイワン		8,844		13,739		644				13,739		0

				カンボジア		6,748		14,520		465				14,520		0

				ロシア（持分）		6,359		8,043		791				8,043		0

				中国（持分） チュウゴク モチブン		5,141		8,006		642				8,006		0

				タイ（持分）		1,840		3,319		554				3,319		0



				日本 ニホン		9,364		16,312		574				16,314		(2)



				Overseas Marugame Seimen brand　Basic information						(Monthly data per store)

						Sales
 (1,000 yen)		# of Guests
 (person)		Sales per Guest
 (yen)

				USA		34,334		30,151		1,139

				South Korea		5,589		6,292		888

				Taiwan (ROC)		8,844		13,739		644

				Cambodia		6,748		14,520		465

				Russia<JV>		6,359		8,043		791

				China(PRC) <JV>		5,141		8,006		642

				Thailand <JV>		1,840		3,319		554



				Japan		9,364		16,312		574

				過去データ カコ

				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン

				アメリカ		26,129		27,025		967

				韓国 カンコク		5,290		7,119		743

				台湾 タイワン		11,937		22,143		539

				ロシア（持分）		7,198		9,602		750

				中国（持分） チュウゴク モチブン		7,092		11,545		614

				タイ（持分）		2,457		4,910		500



				日本 ニホン		9,000		16,393		548







				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン

				アメリカ		31,554		31,756		994

				韓国 カンコク		6,005		7,465		804

				台湾 タイワン		16,033		24,226		662

				ロシア（持分）		7,736		10,644		727

				中国（持分） チュウゴク モチブン		8,479		12,302		689

				タイ（持分）		3,160		5,895		536



				日本 ニホン		8,836		16,213		545









Sheet8

		ＢＩ　「月別・日別推移」　→　「当月レート」　は、前月末のレートを採用

		閉店日　＞＝2016/03/31　（3/31以前に閉店した店舗は含まない） 　 開店日　＜＝2015/12/31（12/31以前に開店した店舗を含む）　など　　を選択

		*は取る

		開店、閉店の情報は、右クリックでロックする

		⇒　2016/1/1から03/31まで、ひと月フルで営業していた店舗を対象にしている

		1Q		閉店日　＞＝2019/3/31　		開店日 ＜＝2018/12/31

		2Q		閉店日　＞＝2019/06/30　		開店日 ＜＝2018/12/31

		3Q		閉店日　＞＝2019/09/30　		開店日 ＜＝2018/12/31

		4Q		閉店日　＞＝2019/12/31　		開店日 ＜＝2018/12/31

		※台湾は注意

		※丸亀製麺だけ絞る

		アメリカ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		3,775,772		420,005,085		0		-		305,840,278		137.33%		337,051		275,982		122.1%		1,246		0		-		-		-		-		-		5

		2019/01		1,330,758		146,330,201		0		-		103,856,746		140.90%		119,232		95,555		124.8%		1,227		0		-		-		-		-		-

		2019/02		1,184,941		132,559,354		0		-		96,738,622		137.03%		106,025		86,846		122.1%		1,250		0		-		-		-		-		-

		2019/03		1,260,073		141,115,529		0		-		105,244,911		134.08%		111,794		93,581		119.5%		1,262		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						28,000,339										22,470						1,246

						28,000

		韓国

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		1,580,603,090		158,813,746		0		-		166,848,993		95.18%		168,792		193,299		87.3%		941		0		-		-		-		-		-		10

		2019/01		531,204,040		53,226,645		0		-		56,384,924		94.40%		56,111		66,028		85.0%		949		0		-		-		-		-		-

		2019/02		497,843,510		50,431,548		0		-		53,101,644		94.97%		52,356		60,794		86.1%		963		0		-		-		-		-		-

		2019/03		551,555,540		55,155,554		0		-		57,362,425		96.15%		60,325		66,477		90.7%		914		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						5,293,792										5,626						941

						5,294

		台湾

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		232,899,909		816,303,255		0		-		758,783,227		107.58%		1,329,643		1,181,087		112.6%		614		0		-		-		-		-		-		31

		2019/04		73,674,211		265,227,160		0		-		261,160,848		101.56%		416,169		386,621		107.6%		637		0		-		-		-		-		-

		2019/05		75,733,337		260,522,679		0		-		238,959,394		109.02%		427,957		385,683		111.0%		609		0		-		-		-		-		-

		2019/06		83,492,361		290,553,416		0		-		258,662,985		112.33%		485,517		408,783		118.8%		598		0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

		2020/01																						0		-		-		-		-		-

		2020/02																						0		-		-		-		-		-

		2020/03																						0		-		-		-		-		-

						8,777,454										14,297						614

						8,777

		ロシア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計																						0		-		-		-		-		-		7

		2019/01																						0		-		-		-		-		-

		2019/02																						0		-		-		-		-		-

		2019/03																						0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						0										0						ERROR:#DIV/0!

						0

		中国

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		69,477,772		1,162,673,494		0		-		1,061,504,165		109.53%		1,630,424		1,625,313		100.3%		713		0		-		-		-		-		-		82

		2019/01		24,548,265		406,273,781		0		-		355,683,668		114.22%		572,525		567,131		101.0%		710		0		-		-		-		-		-

		2019/02		20,942,029		354,129,712		0		-		339,296,373		104.37%		481,953		503,492		95.7%		735		0		-		-		-		-		-

		2019/03		23,987,478		402,270,001		0		-		366,524,124		109.75%		575,946		554,690		103.8%		698		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						4,726,315										6,628						713

						4,726

		タイ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		34,435,354		123,136,542		0		-		136,646,473		90.11%		253,698		284,956		89.0%		485		0		-		-		-		-		-		24

		2019/01		11,696,125		41,638,205		0		-		46,666,141		89.23%		86,060		99,389		86.6%		484		0		-		-		-		-		-

		2019/02		10,642,945		38,314,601		0		-		42,171,387		90.85%		78,347		86,202		90.9%		489		0		-		-		-		-		-

		2019/03		12,096,285		43,183,736		0		-		47,808,945		90.33%		89,291		99,365		89.9%		484		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						1,710,230										3,524						485

						1,710

		カンボジア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		212,624		23,661,393		0		-		19,685,795		120.20%		44,272		47,403		93.4%		534		0		-		-		-		-		-		1

		2019/01		70,102		7,708,390		0		-		6,646,907		115.97%		14,847		15,975		92.9%		519		0		-		-		-		-		-

		2019/02		67,257		7,524,062		0		-		6,105,202		123.24%		14,023		14,947		93.8%		537		0		-		-		-		-		-

		2019/03		75,265		8,428,942		0		-		6,933,686		121.57%		15,402		16,481		93.5%		547		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						7,887,131										14,757						534

						7,887



		フィリピン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		63,548,033		143,724,744		0		-		52,754,174		272.44%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-		4

		2019/01		20,170,105		45,181,036		0		-		11,837,618		381.67%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/02		12,739,773		29,301,477		0		-		13,061,748		224.33%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/03		30,638,155		69,242,230		0		-		27,854,807		248.58%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/04														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/05														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/06														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/07														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/08														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/09														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/10														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/11														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/12														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

						11,977,062										0						ERROR:#DIV/0!

						11,977



				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)				検算

				アメリカ (本土・ハワイ）		28,000		22,470		1,246				22,470		0				9364837.1399935

				韓国		5,294		5,626		941				5,626		0				16312.6546754795

				台湾		8,777		14,297		614				14,297		0

				カンボジア		7,887		14,757		534				14,757		0

				ロシア（持分）		0		0		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				中国（持分）		4,726		6,628		713				6,628		0

				タイ（持分）		1,710		3,524		485				3,524		0



				日本		9,813		17,685		555				17,681		4



				Overseas Marugame Seimen brand　Basic information						(Monthly data per store)

						Sales
 (1,000 yen)		# of Guests
 (person)		Sales per Guest
 (yen)

				USA		28,000		22,470		1,246

				South Korea		5,294		5,626		941

				Taiwan (ROC)		8,777		14,297		614

				Cambodia		7,887		14,757		534

				China(PRC) <JV>		4,726		6,628		713

				Thailand <JV>		1,710		3,524		485



				Japan		9,813		17,685		555

				過去データ

				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)

				アメリカ		26,129		27,025		967

				韓国		5,290		7,119		743

				台湾		11,937		22,143		539

				ロシア（持分）		7,198		9,602		750

				中国（持分）		7,092		11,545		614

				タイ（持分）		2,457		4,910		500



				日本		9,000		16,393		548







				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)

				アメリカ		31,554		31,756		994

				韓国		6,005		7,465		804

				台湾		16,033		24,226		662

				ロシア（持分）		7,736		10,644		727

				中国（持分）		8,479		12,302		689

				タイ（持分）		3,160		5,895		536



				日本		8,836		16,213		545









株主還元

				配当の推移

						2012年3月期		2014年
3月期		2015年
3月期		2016年
3月期		2017年
3月期		2018年
3月期		2019年
3月期		2020年
3月期
(予想) ヨソウ

				1株当たりの
年間配当額 ア		15円50銭		8円00銭		10円00銭		24円00銭		26円00銭		26円50銭		1円50銭		12円50銭

				配当性向		19.90%		37.00%		20.50%		19.90%		20.00%		24.68%		24.10%		20.56%



																										株主優待の内容

																										保有株式数		優待内容		継続保有優遇 ケイゾク ホユウ ユウグウ

																										実施回数 ジッシ カイスウ		年2回 ネン カイ		左記に追加 サキ ツイカ		年2回 ネン カイ

																										100株以上～200株未満		4,000円相当の割引券 ワリビキケン				ー

																										200株以上～500株未満		4,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン

																										500株以上～1,000株未満		10,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン

																										1,000株以上		15,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン



				Changes in Dividends

						Year ended March 31, 2012		Year ended March 31, 2014		Year ended March 31, 2015		Year ended March 31, 2016		Year ended March 31, 2017		Year ended March 31, 2018		Year ended March 31, 2019		Year ended March 31, 2020
(estimated)

				Annual dividend per share		15.50yen		8.00yen		10.00yen		24.00yen		26.00yen		26.50yen		1.50yen		12.50yen																Annual dividend per share

				Dividend payout ratio		19.90%		37.00%		20.50%		19.90%		20.00%		20.00%		24.10%		20.56%																Dividend payout ratio



																										Shareholder incentives

																										Number of shares		Incentive		Preferential treatment for continuous holding

																										The number of times		Twice a year		Twice a year						Shareholder incentives

																										100 - 200		4,000 yen value coupon 		Add to left		-				Shareholder incentives

																										200 - 500		4,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 

																										500 - 1,000		10,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 

																										1,000+  		15,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 





丸亀製麺　既存店

																																				Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar

						2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		2018年
3月期 ネン ガツキ		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		10月																												2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月 ガツ		2月		3月		4月 ガツ		5月 ガツ		6月

						FY 2015		FY 2016		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep						FY 2015		FY 2016		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun

						FY 2015		FY 2016		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		FY 2017 		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月						FY 2015		FY 2016		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar

				Net Sales		106.7%		103.8%		104.8%		105.2%		107.0%		110.2%		104.2%		105.1%		100.6%		100.5%		107.6%		103.2%		103.1%		101.1%		104.4%		103.3%		94.4%		97.9%		96.3%		95.2%		92.2%		96.5%		101.8%		96.3%		97.6%		96.8%		99.6%		96.7%		110.1%		105.7%		103.0%		106.2%		111.3%						2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月

				# of guests - Head count		101.8%		103.0%		104.1%		102.5%		102.5%		104.2%		98.6%		101.4%		99.1%		98.6%		101.7%		99.7%		99.5%		98.2%		100.8%		97.6%		91.0%		95.2%		99.8%		97.5%		93.0%		93.9%		99.6%		96.1%		94.9%		96.6%		98.7%		99.0%		122.6%		106.6%		99.3%		104.1%		111.5%				売上 ウリアゲ		106.7%		103.8%		104.4%		103.3%		94.4%		97.9%		96.3%		95.2%		92.2%		96.5%		101.8%		96.3%								97%		110%		106%

				Sales per guest  - Average soend per head		106.7%		100.9%		100.7%		102.6%		104.4%		105.8%		105.7%		103.7%		101.5%		101.9%		105.8%		103.5%		103.7%		102.9%		103.5%		105.8%		103.8%		102.9%		96.5%		97.7%		99.1%		102.8%		102.2%		100.2%		102.9%		100.2%		100.9%		97.7%		89.8%		99.1%		103.7%		101.9%		99.9%				客数 キャクスウ		101.8%		103.0%		100.8%		97.6%		91.0%		95.2%		99.8%		97.5%		93.0%		93.9%		99.6%		96.1%								99%		123%		107%

																																				0%		1.30%		-1.42%		1.31%		2.16%		-3.53%		2.12%		1.36%		-1.32%						-2.1%		0.3%		-2.8%		-1.8%		1.7%		-1.2%		0.6%				客単価 キャクタンカ		106.7%		100.9%		103.5%		105.8%		103.8%		102.9%		96.5%		97.7%		99.1%		102.8%		102.2%		100.2%								98%		90%		99%

																																		売上 ウリアゲ

																																補正後 ホセイ ゴ		客数 キャクスウ		97.6%		92.3%		93.8%		101.1%		99.7%		89.5%		96.0%		101.0%		94.8%		94.9%		96.6%		96.6%		99.3%		119.8%		104.8%		101.0%		102.9%		112.1%

																																		客単価 キャクタンカ		105.8%		103.8%		102.9%		96.5%		97.7%		99.1%		102.8%		102.2%		100.2%		102.9%		100.2%		100.9%		97.7%		89.8%		99.1%		103.7%		101.9%		99.9%

				Net Sales																																																																						Net Sales

				# of guests - Head count																																																																						# of guests - Head count

				Sales per guest  - Average soend per head																																																																						Sales per guest  - Average soend per head



				売上 ウリアゲ																																																																						売上 ウリアゲ

				客数 キャクスウ																																																																						客数 キャクスウ

				客単価 キャクタンカ																																																																						客単価 キャクタンカ



																																		CM		110.0%		110.4%		79.4%		125.7%		73.0%		93.0%



				売上 ウリアゲ																																																																						売上 ウリアゲ

				客数 キャクスウ																																																																						客数 キャクスウ

				客単価 キャクタンカ																																																																						客単価 キャクタンカ



																																				0.9229357851
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Sheet1

				FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018.2Q

				8,084,319		8,375,678		8,820,127		9,151,859		9,515,486		9,393,999

				8,084		8,376		8,820		9,152		9,515		9,394

												117.7%		112.2%

												1,431

				2013.04-2014.03		2014.04-2015.03		2015.04-2016.03		2016.04-2017.03		2017.04-2018.03		2018.04-2019.03

				2014年
3月期 ネン ガツキ		2015年
3月期 ネン ガツキ		2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		2019年
3月期3Q ネン ガツキ

				8,084,319		8,375,678		8,821,908		9,153,590		9,517,802		9290333.95227737

				8,084		8,376		8,822		9,154		9,518		9,290

												117.7%		114.9%

												1,433,483		1,206,015

				FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018.2Q

				2014年
3月期 ネン ガツキ		2015年
3月期 ネン ガツキ		2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		2019年
3月期3Q ネン ガツキ



2014年	
3月期	2015年	
3月期	2016年	
3月期	2017年	
3月期	2018年	
3月期	2019年	
3月期3Q	8084.3188461100035	8375.6776849462367	8821.9075525010794	9153.5900605864608	9517.8017006252685	9290.3339522773695	

IFRS16

				大きな変更点は、これまでのファイナンス・リースとオペレーティング・リースという分類がなくなり、あらゆるリースが資産計上されることだ。その結果、莫大な金額のリースが企業会計上に表面化することとなる。さらに、損益計算書上では、ほとんどのオペレーティング・リースの初期の影響が大きくなる。つまり、リースの初期費用が上がる。



				2019年の新基準適用以降、上場企業は2017年と18年の財務諸表にさかのぼって新基準適用を求められることとなる。非上場企業に関しても、同様に2018年と19年にさかのぼって適用となる。

				BS												ＰＬ

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				資産 シサン		○						○●				売上 ウリアゲ

				負債 フサイ		○						○●				販管費 ハ				●

																ＥＢＩＴＤＡ

				簿外 ボガイ				●								減価償却 ゲンカ ショウキャク		○						○●

																営業利益 エイギョウ リエキ

																財務費用 ザイム ヒヨウ		○						○●

																税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ





Sheet2

																								（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS（2019/4/1）※												ＰＬ(2019/4/1～2020/3/31)※

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								84,530				売上 ウリアゲ

				リース資産 シサン		5,658										販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン				15,443

				リース負債 フサイ		3,536						82,407				ＥＢＩＴＤＡ

																減価償却 ゲンカ ショウキャク		○						14,584

				簿外 ボガイ				●								営業利益 エイギョウ リエキ

																財務費用 ザイム ヒヨウ		○						498

																税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ



				BS（新規計上額）※ シンキ ケイジョウ ガク

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								78,872

				リース資産 シサン		○

				リース負債 フサイ		○						78,872



				簿外 ボガイ				●

				※IFRS16影響額に関しましては、将来期間の為替レートが不明、減損が未確定、社宅データが最新のものではないなど、

				数値の変動要素はありますので、その点はご留意ください。





Sheet3

																								（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS（2019/4/1）												ＰＬ(2019/4/1～2020/3/31)

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								84,530				売上 ウリアゲ

				リース資産 シサン		5,658										販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン				15,443

				リース負債 フサイ		3,536						82,407				ＥＢＩＴＤＡ

																減価償却 ゲンカ ショウキャク								14,584

				BS（新規計上額） シンキ ケイジョウ ガク												営業利益 エイギョウ リエキ

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン				財務費用 ザイム ヒヨウ								498

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース				税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ

				使用権資産 シヨウケン シサン								78,872

				リース資産 シサン

				リース負債 フサイ								78,872

				※IFRS16影響額に関しましては、将来期間の為替レートが不明、減損が未確定、社宅データが最新のものではないなど、

				数値の変動要素はありますので、その点はご留意ください。





Sheet6

																				（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS期首影響額 キシュ エイキョウガク										ＰＬ影響額(2019/4/1～2019/6/30) エイキョウガク

						旧会計基準(2019/3/31現在) キュウ カイケイ キジュン ゲンザイ		新基準により
追加的に認識(2019/4/1現在) シン キジュン ツイカテキ ニンシキ ゲンザイ		合計 ゴウケイ						旧会計基準 キュウ		IFRS16
影響額 エイキョウガク		新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース

				使用権資産 シヨウケン シサン				78,094		78,094				売上 ウリアゲ		39,212		0		39,212

				有形リース資産(期末帳簿価額) ユウケイ シサン キマツ チョウボ カガク		2,364				2,364				販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン		4,555		-3,735		819

				リース負債 フサイ		3,536		79,928		83,464				ＥＢＩＴＤＡ		3,653		3,624		7,277

				利益剰余金の減少(税効果会計等考慮後) リエキ ジョウヨキン ゲンショウ ゼイ コウカ カイケイ トウ コウリョ ゴ				880		880				減価償却 ゲンカ ショウキャク		1,126		3,624		4,751

														営業利益 エイギョウ リエキ		1,940		111		2,051

														金融費用 キンユウ ヒヨウ		345		124		469

														税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ		1,382		-13		1,369
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Sheet7

				現状 ゲンジョウ												修正案 シュウセイ アン

						店舗数 テンポ スウ		売上（億円） ウリアゲ オク エン		売上（億円）
/店 ウリアゲ オク エン テン		月商（万円）
/店 ゲツ ショウ マン エン テン						店舗数 テンポ スウ		売上（億円） ウリアゲ オク エン		売上（億円）
/店 ウリアゲ オク エン テン		月商（万円）
/店 ゲツ ショウ マン エン テン

				北米 ホクベイ		1,000		1,000		1.0		833				北米 ホクベイ		1,000		1,000		1.0		833

				中南米 チュウナンベイ		200		100		0.5		417				中南米 チュウナンベイ		200		150		0.8		625

				欧州(+中東） オウシュウ チュウトウ		500		50		0.1		83		⇒		欧州(+中東） オウシュウ チュウトウ		500		350		0.7		583

				アジア		2,300		1,350		0.6		489				アジア		2,000		1,250		0.6		521

				日本 ニホン		2,000		2,500		1.3		1,042				日本 ニホン		2,000		2,000		1.0		833

																　TDJ以外 イガイ		300		250		0.8		694

						6,000		5,000		0.8		694						6,000		5,000		0.8		694
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下半期以降の取り組み
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丸亀製麺

コナズ
珈琲

豚屋
とん一

その他
新業態

 業態フォーマットは確立できたため、更なる収益確保に向けた物販の強化や
テイクアウトなどの取り組みを実施

 「いちばん近いハワイの食卓」というブランドコミュニケーションに基づい
てSNS等のマーケティングを実施し、認知度アップとファン獲得に注力

 今期はほぼ計画通りに出店できる見通し。来期の出店に向けた準備を開始

 低価格商品（かつ丼450円）をメインに集客を図り売上増を狙うと同時に、
オペレーションの簡素化を図り生産性の向上を目指す

 SC店舗における業態フォーマットの再構築に注力

 売上・収益がターゲットに満たない業態については、商品・オペレーション
等の見直しによる業態フォーマットを調整・強化中

 新業態の開発ステージと判定するための定量&定性的な基準を設定し、定期
的な振り返りを実施。撤退基準に該当した場合は、状況により撤退も判断

 本来の強みを訴求したマーケティング&ブランディング施策を継続
 人件費が上昇する一方で、原価（機器の変更）、水道光熱費（洗浄システム

の改善等）等の抑制策を実施
 部門横断型PJを組成し、離職率を低下させる取り組みを実施（離職の要因分

析、フォローアップ研修、トレーニングの充実、等）
一定の効果を得たが、引き続き定着に向け実施・検証を継続

国内事業 下半期以降における主な取り組み

国内事業における主な取り組み
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人材開発企業に向けた分社化の推進

人材開発企業に向けた取り組みの一環として、「分社化」を推進する

トリドールホールディングス

ト
リ
ド
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン

・
・
・

丸
亀
製
麺

等

分社化の目的

 権限委譲と共に責任を明確にした
グループ運営の達成と、事業会社の経営
を通じた計画的な後継者候補（経営者）
の育成

 グループ共通の事業基盤を強化すること
で、国内外店舗のチェーンストアのさら
なる効率的かつ効果的な運営を目指す

 本格的なマルチブランド展開に向けて、
柔軟かつ機動的な意思決定を行うための
意思決定機関のスリム化

 親会社による事業会社統治を行うことに
よるガバナンス強化と、低効率事業の適
正なタイミングでのEXITの促進
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丸亀製麺

全体

（米国）
 現地の投資ファンドと提携し、アメリカ版丸亀製麺フォーマットの確立に

向け始動 デザイン・設備等米国人向けの新タイプ店舗を開発
 ファンドからの紹介により事業開発の経験豊富な人材（主に経営陣）を採

用 給与・評価制度をはじめオペレーション側のマネジメントを整備
 今後の展開に備え、新店立ち上げ人材の教育に注力
 西海岸と並行して、テキサスなどの南部への出店も目論む

（米国以外の地域）
 台湾をはじめとする子会社は、日本と密に連携し、高い収益を促進させる
 インドネシア、フィリピンを中心に概ね好調に推移 今後も各国のパート

ナーが自立して出店を拡大

 来期以降の海外展開を加速させるための事業基盤強化を開始する
・フランチャイズパートナー獲得のためのデータベース整備
・オペレーション教育、店舗管理手法の体系化および体制構築
・グローバル購買・物流の支援体制構築 等

 加えて、各国のCEOと中長期の目標の目線合わせとグループのミッショ
ン・バリューに対する共通認識を作る

海外事業 下半期以降における主な取り組み

海外事業における主な取り組み



実績 売上比 修正計画 売上比 当初計画 売上比 差異 連結 売上比

売上収益 80,017 100.0% 79,042 100.0% 79,042 100.0% 0 159,060 100.0%

事業利益 5,840 7.3% 3,732 4.7% 3,732 4.7% 0 9,572 6.0%

営業利益 5,084 6.4% 1,605 2.0% 2,105 2.7% △ 500 6,689 4.2%

税引前当期利益 4,100 5.1% 1,166 1.5% 1,766 2.2% △ 600 5,266 3.3%

当期利益 2,601 3.3% 103 0.1% 703 0.9% △ 600 2,704 1.7%
親会社の所有者に
帰属する当期利益 2,569 3.2% 41 0.1% 641 0.8% △ 600 2,610 1.6%

上半期 下半期 通期

2020年3月期業績予想 下半期見直し

（単位：百万円）
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2020年3月期業績予想 下半期見直し（連結）

（下半期 当初計画との差異）
 売上収益： 丸亀製麺 +約18億円、カフェ事業 +約1.9億円

海外事業 ＋約0.6億円、国内新業態/子会社、その他△約21億円
 営業利益： 丸亀製麺 +約4億円、カフェ事業 ＋約0.5億円

国内新業態/子会社、その他△約4.5億円
減損損失枠△約4.5億円、その他営業費用△約0.5億円

 税引前当期利益 ： 金融費用△約0.5億円、持分法投資損益△約0.5億円
 当期利益： 上記に伴い修正


2Q



				連結PL (IFRS) レンケツ

						第2四半期 ダイ シハンキ						計画 ケイカク								前年同期 マエ ネン ドウキ キ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネンヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		80,017		100.0%		111.2%		77,748		100.0%		102.9%				71,981		100.0%

				事業利益 ジギョウ リエキ		5,840		7.3%		132.9%		3,651		4.7%		160.0%				4,393		6.1%

				EBITDA		15,499		19.4%		231.2%		13,793		17.7%		112.4%				6,705		9.3%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		15,560		19.4%		226.4%		14,093		18.1%		110.4%				6,872		9.5%

				営業利益 エイギョウ リエキ		5,084		6.4%		123.3%		3,359		4.3%		151.4%				4,122		5.7%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		4,100		5.1%		99.3%		3,073		4.0%		133.4%				4,128		5.7%

				四半期利益 シハンキ リエキ		2,601		3.3%		89.0%		2,009		2.6%		129.5%				2,923		4.1%				←値張り注意 アタイ バ チュウイ

				親会社の所有者に帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウ キ リエキ		2,569		3.2%		87.1%		1,948		2.5%		131.9%				2,948		4.1%



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		108.5%		47,039		100.0%		104.6%				45,346		100.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%				←　自動リンク ジドウ







				Consolidated PL (IFRS)																												Planned（計画した・された）　

						2Q FY 2019 						2Q FY 2019 (forecast) 								Previous period												一語だけでは違和感がありますがいかがでしょうか

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 				Amount		% to Revenue

				Revenue		80,017		100.0%		111.2%		77,748		100.0%		102.9%				71,981		100.0%										上期計画　H1 2018 (forecast) 

				Contribution margin		5,840		7.3%		132.9%		3,651		5%		160.0%				4,393		6.1%

				EBITDA		15,499		19.4%		231.2%		13,793		18%		112.4%				6,705		9.3%

				Adjusted EBITDA		15,560		19.4%		226.4%		14,093		18.1%		110.4%				6,872		9.5%										売上費　% to Sales 

				Operating profit		5,084		6.4%		123.3%		3,359		4.3%		151.4%				4,122		5.7%

				Profit before tax		4,100		5.1%		99.3%		3,073		4.0%		133.4%				4,128		5.7%										計画比 % to Plan 

				Profit for the year		2,601		3.3%		89.0%		2,009		2.6%		129.5%				2,923		4.1%

				Profit for the year attributable to owners of the parents		2,569		3.2%		87.1%		1,948		2.5%		131.9%				2,948		4.1%										前年比 YoY



				Marugameseimen segment																												英語では、表記の統一が重要になります。

				Revenue		49,183		100%		108.5%		47,039		100%		104.6%				45,346		100%										Pnanned(FY2018 2Q)

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%										 (2Q 2018) と期が前に来ます。

				Overseas segment																												カッコの前後には半角スペースが必要です。

				Revenue		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%





















4Q1



				連結PL (IFRS) レンケツ

						当期 トウキ										計画 ケイカク								前期 ゼンキ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		進捗率 シンチョク リツ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネンヒ				※値張りがあるので、計算式をチェック アタイ バ ケイサン シキ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		116,504		100.0%		49,660		100.0%		114.5%		112,233		100.0%		103.8%				101,779		100.0%		114.5%

				EBITDA		11,745		10.1%		-		-		-		-		-		-				12,167		12.0%		96.5%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		12,362		10.6%		-		-		96%		14,057		12.5%		87.9%				12,934		12.7%		95.6%

				営業利益 エイギョウ リエキ		7,635		6.6%		4,490		9.0%		88.6%		8,851		7.9%		86.3%				8,619		8.5%		88.6%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		7,175		6.2%		4,380		8.8%		84.8%		8,993		8.0%		79.8%				8,466		8.3%		84.8%

				当期利益 トウキ リエキ		4,663		4.0%		2,800		5.6%		83.5%		5,968		5.3%		78.1%				5,585		5.5%		83.5%				78.1%		※値張り アタイ バ

				親会社の所有者に帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウ キ リエキ		4,665		4.0%		2,810		5.7%		82.8%		5,970		5.3%		78.1%				5,631		5.5%		82.8%				78.1%		※値張り アタイ バ



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		49,660		100.0%		57.5%		89,306		100.0%		55.1%				85,598		100.0%		57.5%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		7,832		6.7%		-		-		-		14,913		-		-				13,674		13.4%		57.3%				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		49,660		100.0%		287.0%		6,876		100.0%		243.2%				5,826		100.0%		287.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		2,352		2.0%		-		-		-		366		-		-				363		0.4%		647.9%				←　自動リンク ジドウ

										　







				Consolidated PL (IFRS)

						FY 2017										FY 2017 Plan								Previous period

						Amount		Ratio to
Revenue		Planned		Ratio to
Revenue		Ratio to
Plannede		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Planned				Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		116,504		100.0%		49,660		100.0%		114.5%		112,233		100.0%		103.8%		0		101,779		100.0%		114.5%

				EBITDA		11,745		10.1%		-		-		-		-		-		-		0		12,167		12.0%		96.5%

				Adjusted EBITDA		12,362		10.6%		-		-		96%		14,057		12.5%		87.9%		0		12,934		12.7%		95.6%

				Operating profit		7,635		6.6%		4,490		9.0%		88.6%		8,851		7.9%		86.3%		0		8,619		8.5%		88.6%

				Profit before tax		7,175		6.2%		4,380		8.8%		84.8%		8,993		8.0%		79.8%		0		8,466		8.3%		84.8%

				Profit for the year		4,663		4.0%		2,800		5.6%		83.5%		5,968		5.3%		78.1%		0		5,585		5.5%		83.5%

				Profit for the year attributable to owners of the parents		4,665		4.0%		2,810		5.7%		82.8%		5,970		5.3%		78.1%		0		5,631		5.5%		82.8%

				Marugameseimen segment

				Revenue		49,183		100.0%		49,660		100.0%		57.5%		89,306		100.0%		55.1%		0		85,598		100.0%		57.5%

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		6.7%		-		-		-		14,913		-		-		0		13,674		13.4%		57.3%

				Overseas segment

				Revenue		16,720		100.0%		49,660		100.0%		287.0%		6,876		100.0%		243.2%		0		5,826		100.0%		287.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		2,352		2.0%		-		-		-		366		-		-		0		363		0.4%		647.9%





4Q



				連結PL (IFRS) レンケツ

						当期 トウキ						計画 ケイカク								前期 マエ ドウキ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		145,022		100.0%		124.5%		144,673		100.0%		100.2%				116,504		100.0%		124.5%

				EBITDA		8,671		6.0%		73.8%		-		-		-				11,745		10.1%		73.8%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		12,402		8.6%		100.3%		-		-		-				12,362		10.6%		100.3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		2,302		1.6%		30.2%		4,710		3.3%		48.9%				7,635		6.6%		30.2%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		1,337		0.9%		18.6%		4,219		2.9%		31.7%				7,175		6.2%		18.6%

				当期利益 トウキ リエキ		221		0.2%		4.7%		3,017		2.1%		7.3%				4,663		4.0%		4.7%				←値張り注意 アタイ バ チュウイ

				親会社の所有者に帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウ キ リエキ		267		0.2%		5.7%		3,105		2.1%		8.6%				4,665		4.0%		5.7%



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		108.5%		47,039		100.0%		104.6%				45,346		100.0%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%		0.0%				←　自動リンク ジドウ







				Consolidated PL (IFRS)																														Planned（計画した・された）　

						FY 2019 						Full -year forecast								FY 2018														一語だけでは違和感がありますがいかがでしょうか

						Millions of yen		Ratio to revenue		YoY change		Millions of yen		Ratio to revenue		Ratio to budget				Millions of yen		Ratio to revenue		YoY change

				Revenue		145,022		100.0%		124.5%		144,673		100.0%		100.2%				116,504		100.0%		124.5%										上期計画　H1 2018 (forecast) 

				EBITDA		8,671		6.0%		73.8%		-		-		-				11,745		10.1%		73.8%

				Adjusted EBITDA		12,402		8.6%		100.3%		-		-		-				12,362		10.6%		100.3%										売上費　% to Sales 

				Operating profit		2,302		1.6%		30.2%		4,710		3.3%		48.9%				7,635		6.6%		30.2%

				Profit before tax		1,337		0.9%		18.6%		4,219		2.9%		31.7%				7,175		6.2%		18.6%										計画比 % to Plan 

				Profit for the year		221		0.2%		4.7%		3,017		2.1%		7.3%				4,663		4.0%		4.7%

				Profit for the year attributable to owners of the parents		267		0.2%		5.7%		3,105		2.1%		8.6%				4,665		4.0%		5.7%										前年比 YoY



				Marugameseimen segment																														英語では、表記の統一が重要になります。

				Revenue		49,183		100%		108.5%		47,039		100%		104.6%				45,346		100%		0.0%										Pnanned(FY2018 2Q)

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%		0.0%										 (2Q 2018) と期が前に来ます。

				Overseas segment																														カッコの前後には半角スペースが必要です。

				Revenue		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%		0.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%		0.0%





















丸亀PL



				※項目　丸亀製麺を更新すれば他のセグメントもリンク コウモク マ コウシン タ																																																				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期 ダイ シハンキ						計画 ケイカク										前年同期 ゼンネン ドウキ																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキ ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキ ヒ																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		108.5%		47,039		100.0%		104.6%		104.6%				45,346		100.0%		108.5%																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%		117.8%				6,595		14.5%		118.8%		1,237																												税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Marugameseimen segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		49,183		100%		108.5%		47,039		100%		104.6%		104.6%				45,346		100%		108.5%										19,324		-		254.5%

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%		117.8%				6,595		14.5%		118.8%										14,576		75.4%		53.7%























とん一PL



																																																								その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				豚屋とん一セグメントPL  ブタ ヤ イチ																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期						計画										前年同期																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		1,827		100.0%		95.5%		1,940		100.0%		94.2%		94.2%				1,914		100.0%		95.5%																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ		55		3.0%		-		29		1.5%		188.2%		-				△ 12		-		-458.3%		67																												税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Butaya tonichi segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		1,827		100.0%		95.5%		1,940		100.0%		94.2%		94.2%				1,914		100.0%		95.5%										19,324		-		9.5%

				Operating profit of Butaya tonichi segment		55		3.0%		-		29		1.5%		2		-				△ 12		-		-458.3%										14,576		75.4%		0.4%























カフェPL



																																																								その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				カフェセグメントPL 																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期						計画										前年同期																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		2,595		100.0%		149.0%		2,278		100.0%		113.9%		113.9%				1,742		100.0%		149.0%																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ		116		4.5%		-		94		4.1%		123.4%		-				69		-		168.1%		47																												税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Butaya tonichi segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		2,595		100.0%		149.0%		2,278		100.0%		113.9%		113.9%				1,742		100.0%		149.0%										19,324		-		13.4%

				Operating profit of Butaya tonichi segment		116		4.5%		-		94		4.1%		1		-				69		-		168.1%										14,576		75.4%		0.8%























海外ＰＬ

				海外事業セグメントＰＬ カイガイ ジギョウ

						第2四半期						計画										前年同期

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%		102.0%				14,906		100.0%		112.2%

				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%		124.5%				1,695		11.4%		138.8%		657







				Overseas segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%		102.0%				14,906		100.0%		112.2%

				Operating profit of Overseas segment		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%		124.5%				1,695		11.4%		138.8%

















店舗数



								2019年
3月末 ネン ガツ マツ		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								出店		退店		2019年
9月末 ネン ガツ マツ

										1Q		2Q		3Q		4Q

				国内 コクナイ				1,103		7		0		-2		-4		36		16		1,123

						内、丸亀製麺 ウチ		817		7				-2		-4		11		4		824

				海外 カイガイ				575		-1				1		1		61		34		602

				合 計 ゴウ ケイ				1,678		6		0		-1		-3		97		50		1,725





								2019
Mar		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								Open		Close		2019
June

										1Q		2Q		3Q		4Q

				Domestic				1,103		7		0		(2)		(4)		36		16		1,123

						Marugame Seimen		817		7		0		(2)		(4)		11		4		824

				Overseas				575		(1)		0		1		1		61		34		602

				Total				1,678		6		0		(1)		(3)		97		50		1,725



















国内店舗数

				国内 コクナイ

				運営業態 ウンエイ ギョウタイ						2019年
3月末 ネン ガツ マツ		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								累計 ルイケイ				2019年
9月末 ネン ガツ マツ

												1Q		2Q		3Q		4Q		出店 シュッテン		退店 タイ テン

				丸亀製麺（うどん） マルガメ セイメン						817		5		1		2		-3		11		4		824

						RS				637		7				-2		-4		4		3		638

						SC				180		-2		1		4		1		7		1		186

				とりどーる（焼き鳥） ヤ トリ						15		-1		-1						0		2		13

				豚屋とん一等（豚カツ・トンテキ） ブタ ヤ イチ トウ トン						53										1		0		54

				丸醤屋（ラーメン） マル ジャン ヤ						11								-1		0		1		10

				長田本庄軒（焼きそば） ナ ヤ						10										2		0		12

				コナズ珈琲等（カフェ） コーヒー トウ						29										4		0		33

				天ぷらまきの（天ぷら定食） テン テン テイショク						11										5		0		16

				晩杯屋（立ち飲み） ※1 バン ハイ ヤ タ ノ						49										0		4		45

				ずんどう屋（ラーメン） ヤ						45										3		0		48

				その他 タ						63		-1				1		1		10		5		68				出店 シュッテン		ヤマキ 7、鳥八代 １、いぶき １、福はうち １ トリ ハチダイ フク

				合 計 ゴウ ケイ						1,103		3		0		3		-3		36		16		1,123				退店 タイテン		Collective 2、麺屋どおり １、ヤマキ ２、 メン ヤ









				Domestic

				Brands						Mar
2019		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								During period				Sep
2019								Roadside locations "roadside"は一語です。

												1Q		2Q		3Q		4Q		Open		Close

				Marugame Seimen (Udon)						817		5		1		2		-3		11		4		824								Mall locations/Shopping center locaitons

						Roadside locations				637		7		0		-2		-4		4		3		638

						Shopping center locaitons				180		-2		1		4		1		7		1		186								ショッピングセンターは固有名詞ではないので

				Toridoll (Yakitori)						15		-1		-1		0		0		0		2		13								最初だけ大文字です。

				Butaya Tonichi （Tonkatsu,tonteki）						53		0		0		0		0		1		0		54								とんいちの表記の揺らぎを統一する必要があります

				Marushoya (Ramen)						11		0		0		0		-1		0		1		10

				Nagatahonjoken (Yakisoba)						10		0		0		0		0		2		0		12

				Kona's CoffeeRoasted（Cafe）						29		0		0		0		0		4		0		33

				Makino（Tenpura）						11		0		0		0		0		5		0		16

				Banpaiya (Standing Bar)						49		0		0		0		0		0		4		45

				Zundoya (Ramen)						45		0		0		0		0		3		0		48

				Others						63		-1		0		1		1		10		5		68

				Total						1,103		3		0		3		-3		36		16		1,123























海外店舗数

						海外 カイガイ

						業態 ギョウタイ		運営形態 ウンエイ ケイタイ		持分
比率 モチブン ヒリツ		エリア		直営 チョクエイ								FC								総合計 ソウ ゴウケイ

														2019年 ネン		通期累計 ツウキ ルイ ケイ				2019年 ネン		2019年 ネン		通期累計 ツウキ ルイ ケイ				2019年 ネン

														3月末 ガツ マツ		出店 シュッテン		退店 シリゾ ミセ		9月末 ガツ マツ		3月末 ガツ マツ		出店 シュッテン		退店 シリゾ ミセ		9月末 ガツ マツ

						丸亀製麺 マルガメ セイメン		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		6		2		0		8		0		0		0		0		8

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		韓国 カンコク		6		0		-1		5		4		0		0		4		9

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		90%		台湾 タイワン		30		1		0		31		0		0		0		0		31

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		65%		カンボジア		2		0		-1		1		0		2		0		2		3

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		タイ		19		0		0		19		0		0		0		0		19

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		37%		中国 チュウゴク		76		9		-10		75		5		0		0		5		80		(丸亀製麺等） マルガメ セイメン トウ

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		33%		シンガポール		3		0		0		3		0		0		0		0		3

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		インドネシア		0		0		0		0		51		7		-1		57		57

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		ベトナム		0		0		0		0		10		0		0		10		10

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		オーストラリア		0		0		0		0		2		2		0		4		4

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		フィリピン		0		0		0		0		4		3		0		7		7

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		ロシア		0		0		0		0		6		1		0		7		7		⇒　次回より「ロイヤリティ収入」に変更 ジカイ シュウニュウ ヘンコウ

						譚仔雲南米線		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		中国(香港） チュウゴク ホンコン		53		2		0		55		0		0		0		0		55

						譚仔三哥米線		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		中国(香港） チュウゴク		54		4		0		58		0		0		0		0		58

						MONSTER CURRY		連結子会社 レンケツ コガイシャ		70%		シンガポール		13		0		0		13		0		0		0		0		13

						Wok to Walk		連結子会社 レンケツ コガイシャ		60%		欧州等 オウシュウ トウ		2		0		-2		0		101		11		-6		106		106		←将来的にはエリア別記載とChill Chillの分離を検討 ショウライテキ ベツ キサイ ブンリ ケントウ

						Boat Noodle等 トウ		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		49%		マレーシア等 トウ		65		3		-10		58		6		3		0		9		67		←ＦＣ：インドネシア、ブルネイ、シンガポール

						Boat Noodle		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		ミャンマー		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Shoryu（昇龍） ショウリュウ		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		39%		イギリス		11		0		0		11		0		0		0		0		11

						Poke		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		アメリカ等 トウ		32		0		-1		31		7		11		0		18		49

						とん一 イチ		連結子会社 レンケツ コガイシャ		90%		台湾 タイワン		4		0		-2		2		0		0		0		0		2

						Tokyo Table		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		1		0		0		1		0		0		0		0		1		←Saly Papa含む フク

						Crackin' Kitchen等 トウ		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						合　計 ア ケイ								379		21		-27		373		196		40		-7		229		602



						Overseas

						Brands		Units		Shareholding ratio		Area		 Own stores								FC								Total										3Q FY2017

														2019		FY2019				2019		2019		FY2019				2019												Open　Openings

														Mar		Openings		Closures		Sep		Mar		Openings		Closures		Sep												Close　Closures

						Marugame Seimen		Subsidiaries		100%		USA		6		2		0		8		0		0		0		0		8										Direct operation → Own stores

								Subsidiaries		100%		Korea		6		0		-1		5		4		0		0		4		9										Investment ratio → Shareholding ratio

								Subsidiaries		90%		Taiwan		30		1		0		31		0		0		0		0		31										Operation form → Units

								Subsidiaries		65%		Cambodia		2		0		-1		1		0		2		0		2		3										JVs → Joint ventures

								JVs		40%		Thailand		19		0		0		19		0		0		0		0		19

								JVs		37%		China		76		9		-10		75		5		0		0		5		80		(丸亀製麺等） マルガメ セイメン トウ								Zundouya は海外では　Zund　でしょうか

								JVs		33%		Singapore		3		0		0		3		0		0		0		0		3										また雲南ヌードルの社名も英語にしてください

								FCs		-		Indonesia		0		0		0		0		51		7		-1		57		57										Tam Jai Yunnan Mixian  

								FCs		-		Vietnam		0		0		0		0		10		0		0		10		10										Tam Jai Sam Gor Mixian

								FCs		-		Australia		0		0		0		0		2		2		0		4		4

								FCs		-		Philippines		0		0		0		0		4		3		0		7		7

								FCs		-		Russia		0		0		0		0		6		1		0		7		7										FCS → Franchise stores

						Tam Jai Yunnan Mixian  		Subsidiaries		100%		China		53		2		0		55		0		0		0		0		55

						Tam Jai Sam Gor Mixian		Subsidiaries		100%		China		54		4		0		58		0		0		0		0		58

						MONSTER CURRY		Subsidiaries		70%		Singapore		13		0		0		13		0		0		0		0		13

						Wok to Walk		Subsidiaries		60%		Europe, etc		2		0		-2		0		101		11		-6		106		106

						Boat Noodle, etc		JVs		49%		Malaysia, etc		65		3		-10		58		6		3		0		9		67		←将来的にはエリア別記載とChill Chillの分離を検討 ショウライテキ ベツ キサイ ブンリ ケントウ

						Boat Noodle		JVs		40%		Myanmar		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Shoryu		JVs		39%		UK		11		0		0		11		0		0		0		0		11

						Poke		JVs				USA, etc		32		0		-1		31		7		11		0		18		49

						Ton-ichi		Subsidiaries		90%		Taiwan		4		0		-2		2		0		0		0		0		2

						Tokyo Table		Subsidiaries		100%		USA		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Crackin' Kitchen		Subsidiaries		100%		USA		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Total								379		21		-27		373		196		40		-7		229		602







販管費

						↓　値張り アタイ バ																				Dec
2016		Increase of COGS ratio		Increase of labor cost ratio		Decrease of utitily cost ratio		Increase of Advertising cost ratio		Decrease of other cost ratio		Dec
2017						Outsourced expenses cost ratio

				IFRS																				A		0.0%		6.1%		5.2%		5.2%		5.37%		5.373%		0.0%						4.68%

						当期 トウ キ		前期 ゼン キ		当期 トウ キ		前期 ゼン キ												B		6.6%		0.5%		1.0%		0.3%		0.1%		0.1%		5.5%						0.7%

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		84,611,870,484		76,410,732,534		100.0%		100.0%								6.63%								7.1%		6.2%		5.5%		5.60%		5.47%								6.29%

				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		22,114,638,095		19,597,952,094		26.1%		25.6%		0.49%		0.5%				0.49%																		-0.003%

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		62,497,232,389		56,812,780,440		73.9%		74.4%		-0.49%		-0.5%				0.95%						12.63%												11.38%

				人件費 ジンケンヒ		25,998,829,075		22,750,669,742		30.7%		29.8%		0.95%		1.0%				-0.30%

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		5,600,694,221		5,285,510,882		6.6%		6.9%		-0.30%		-0.3%				0.11%

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		3,008,620,794		2,630,257,849		3.6%		3.4%		0.11%		0.2%				0.30%

				外部委託費 ガイブ イタク ヒ		1,204,491,635		556,939,561		1.4%		0.7%		0.69%		0.9%

				減価償却 ゲンカ ショウキャク		2,822,536,290		2,630,600,253		3.3%		3.4%		-0.11%		0.1%

				非経常的費用項目 ヒ ケイジョウ テキ ヒヨウ コウモク						0.0%		0.0%		0.00%		0.0%

				その他経費 タ ケイヒ		20,280,276,639		18,621,209,302		24.0%		24.4%		-0.40%		-0.4%

				販管費合計 ハンカンヒ ゴウケイ		56,092,912,364		49,844,587,336		66.3%		65.2%		1.06%		1.1%

				減損損失 ゲンソン ソンシツ		197,019,359		174,192,361		0.2%		0.2%		0.00%		0.0%

				その他の営業収益		209,974,802		373,096,998		0.2%		0.5%		-0.24%		-0.2%

				その他の営業費用		290,358,876		182,532,680		0.3%		0.2%		0.10%		0.1%

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,126,916,592		6,984,565,061		7.2%		9.1%		-1.90%		-1.9%

				金融収益		214,537,303		158,888,535		0.3%		0.2%		0.05%		0.0%

				金融費用		204,615,613		209,755,449		0.2%		0.3%		-0.03%		-0.0%

				持分法による投資損益		(45,923,735)		32,780,539		-0.1%		0.0%		-0.10%		-0.1%

				税引前利益-IFRS		6,090,914,547		6,966,478,686		7.2%		9.1%		-1.92%		-1.9%



				EBITDA		9,029,836,956		9,424,600,996		10.7%		12.3%		-1.66%		-1.7%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		9,625,721,108		9,650,528,423		11.4%		12.6%		-1.25%		0.1%





				※アウトラインの資料は＋－がややこしいので、アウトラインと違う資料をもらうこと！ シリョウ チガ シリョウ



						当期 トウ キ				前期 ゼン キ

				売上収益-IFRS		84,611,870,484				76,410,732,534

				売上原価-IFRS		22,114,638,095		26.1%		19,597,952,094		25.6%		0.5%

				売上総利益-IFRS		62,497,232,389		73.9%		56,812,780,440		74.4%		-0.5%

				役員報酬		108,250,002		0.1%		96,300,000		0.1%		0.0%

				従業員給与手当		4,251,910,385		5.0%		3,264,218,911		4.3%		0.8%

				従業員賞与		294,363,696		0.3%		347,556,450		0.5%		-0.1%

				従業員賞与引当金繰入額		263,711,252		0.3%		178,669,616		0.2%		0.1%

				アルバイト料		18,107,580,347		21.4%		16,321,483,339		21.4%		0.0%

				法定福利費		1,892,859,523		2.2%		1,521,885,102		2.0%		0.2%

				厚生費		273,222,179		0.3%		236,219,611		0.3%		0.0%

				退職給付費用		149,941,697		0.2%		133,743,809		0.2%		0.0%

				研修費		91,559,816		0.1%		53,362,661		0.1%		0.0%

				株式報酬費用		54,682,240		0.1%		61,835,720		0.1%		-0.0%

						25,998,829,075		30.7%		22,750,669,742		29.8%		1.0%

				減価償却費(販管)		2,822,536,290		3.3%		2,630,600,253		3.4%		-0.11%

				地代家賃		8,669,876,965		10.2%		7,984,604,610		10.4%		-0.20%

				電気料金		3,114,409,866		3.7%		2,811,307,132		3.7%		0.00%

				ガス料金		604,463,439		0.7%		521,485,071		0.7%		0.03%

				水道料金		1,861,837,616		2.2%		1,932,147,803		2.5%		-0.3%

						5,600,694,221		6.6%		5,285,510,882		6.9%		-0.3%

				備品消耗品費		1,536,121,739		1.8%		1,423,941,890		1.9%		-0.0%

				厨房備品食器費		616,137,407		0.7%		622,442,100		0.8%		-0.1%

				炭代		19,983,300		0.0%		20,570,876		0.0%		-0.0%

				被服費		310,825,129		0.4%		273,273,775		0.4%		0.0%

				開店時経費		250,779,337		0.3%		163,398,764		0.2%		0.1%

				定期メンテナンス費		476,580,650		0.6%		390,988,628		0.5%		0.1%

				保守点検料		2,054,919		0.0%		354,650		0.0%		0.0%

				警備料		595,671,384		0.7%		551,618,341		0.7%		-0.0%

				求人広告費		510,747,938		0.6%		535,394,523		0.7%		-0.1%

				支払手数料		657,366,431		0.8%		473,775,940		0.6%		0.2%

				荷造費		1,896		0.0%				0.0%		0.0%

				運搬費		964,386		0.0%				0.0%		0.0%

				リース・賃借料		26,867,764		0.0%		13,271,124		0.0%		0.0%

				外部委託費		1,204,491,635		1.4%		556,939,561		0.7%		0.7%												Dec
2016		Increase of COGS ratio		Increase of labor cost ratio		Decrease of utitily cost ratio		Increase of Advertising cost ratio		Decrease of other cost ratio		Dec
2017

				寄付金		15,017,016		0.0%		6,152,671		0.0%		0.0%												0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.00%		0.000%		0.0%

				衛生管理費		692,339,799		0.8%		609,215,331		0.8%		0.0%

				塵芥料		530,476,058		0.6%		504,529,603		0.7%		-0.0%												H29.3期
3Q キ		売上
原価率
の増加 ウリアゲ ゲンカ リツ ゾウカ		人件費率
の増加 ジンケンヒ リツ ゾウカ		水道
光熱費率
の減少 スイドウ コウネツヒ リツ ゲンショウ		広告宣伝費率
の増加 コウコク センデンヒ リツ ゾウカ		その他
経費率
の増加 タ ケイヒ リツ ゾウカ		H30.3期
3Q キ						外部委託費
の増加 ガイブ イタク ヒ ゾウカ

				お客様対応費		14,658,964		0.0%		13,904,231		0.0%		-0.0%

				商品開発費		48,854,784		0.1%		28,088,380		0.0%		0.0%

				業態開発費		7,795,434		0.0%		9,889,498		0.0%		-0.0%

				広告宣伝費		3,008,620,794		3.6%		2,630,257,849		3.4%		0.1%

				福利厚生費(販管)		1,296,795		0.0%				0.0%		0.0%

				接待交際費		85,773,510		0.1%		94,771,534		0.1%		-0.0%

				会議費		20,621,775		0.0%		13,479,002		0.0%		0.0%																悪化 アッカ		改善 カイゼン

				旅費交通費		641,341,918		0.8%		514,056,094		0.7%		0.1%														12.6%						12.6%

				通信費		406,286,357		0.5%		402,376,664		0.5%		-0.0%												原価 ゲンカ				0.5%				12.1%

				事業税等		4,283,742		0.0%				0.0%		0.0%												人件費 ジンケンヒ				1.0%				11.2%

				租税公課		383,083,463		0.5%		721,992,640		0.9%		-0.5%												水道光熱費 スイドウ コウネツヒ						0.3%		11.5%

				修繕費		1,010,202,596		1.2%		817,273,886		1.1%		0.1%												広告宣伝費 コウコク センデンヒ				0.1%				11.3%

				保険料		141,634,593		0.2%		117,153,401		0.2%		0.0%												外部委託費 ガイブ イタク ヒ				0.7%				10.6%

				貸倒引当金繰入額(販管)				0.0%		0		0.0%		0.0%																				10.6%

				のれん償却額				0.0%		0		0.0%		0.0%

				雑費		315,321,537		0.4%		240,056,292		0.3%		0.1%														11.4%						0.8%

				為替換算誤差		(4,495,999)		-0.0%		0		0.0%		-0.0%

				販売費及び一般管理費-IFRS		56,092,912,364		66.3%		49,844,587,336		65.2%		1.1%

				減損損失(特別)		197,019,359		0.2%		174,192,361		0.2%		0.0%

				減損損失-IFRS		197,019,359		0.2%		174,192,361		0.2%		0.0%

				受取協賛金		28,347,221		0.0%		7,182,014		0.0%		0.0%

				受取給付金				0.0%		18,631,066		0.0%		-0.0%

				受取保険金		8,389,093		0.0%		20,827,797		0.0%		-0.0%

				受取地代家賃		39,790,668		0.0%		29,405,074		0.0%		0.0%

				店舗閉鎖損失引当金戻入益		3,024,900		0.0%		42,842,250		0.1%		-0.1%

				その他の営業外収益		129,591,887		0.2%		103,524,768		0.1%		0.0%

				その他特別利益		831,033		0.0%		150,684,029		0.2%		-0.2%

				負ののれん償却額				0.0%		0		0.0%		0.0%

				その他の営業収益-IFRS		209,974,802		0.2%		373,096,998		0.5%		-0.2%

				固定資産除却損（営業外）		189,939,267		0.2%		63,302,783		0.1%		0.1%

				固定資産売却損(特別)		1,891,623		0.0%		5,436,180		0.0%		-0.0%

				固定資産除却損(特別)		15,054,213		0.0%		1,613,675		0.0%		0.0%

				その他の営業外費用		81,259,435		0.1%		30,858,047		0.0%		0.1%

				その他特別損失		2,214,338		0.0%		81,321,995		0.1%		-0.1%

				その他の営業費用-IFRS		290,358,876		0.3%		182,532,680		0.2%		0.1%

				営業利益-IFRS		6,126,916,592		7.2%		6,984,565,061		9.1%		-1.9%

				受取利息		111,269,374		0.1%		132,166,662		0.2%		-0.0%

				受取配当金		0		0.0%		1,082,988		0.0%		-0.0%

				為替差益		102,406,861		0.1%		25,243,762		0.0%		0.1%

				貸倒引当金戻入額		861,068		0.0%		395,123		0.0%		0.0%

				金融収益-IFRS		214,537,303		0.3%		158,888,535		0.2%		0.0%

				支払手数料（営業外）		176,301		0.0%				0.0%		0.0%

				支払利息及び割引料		204,439,312		0.2%		209,738,516		0.3%		-0.0%

				投資有証評価損(特別)				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替差損		0		0.0%		0		0.0%		0.0%

				貸倒引当金繰入額(営業外)				0.0%		16,933		0.0%		-0.0%

				金融費用-IFRS		204,615,613		0.2%		209,755,449		0.3%		-0.0%

				金融収益・費用純額-IFRS		9,921,690		0.0%		(50,866,914)		-0.1%		0.1%

				持分法による投資利益		0		0.0%		32,780,539		0.0%		-0.0%

				持分法による投資損失		45,923,735		0.1%		0		0.0%		0.1%

				持分法による投資損益-IFRS		(45,923,735)		-0.1%		32,780,539		0.0%		-0.1%

				税引前利益-IFRS		6,090,914,547		7.2%		6,966,478,686		9.1%		-1.9%

				法人税、住民税及び事業税		2,268,587,516		2.7%		2,404,932,387		3.1%		-0.5%

				法人税等調整額		(168,234,397)		-0.2%		(125,953,201)		-0.2%		-0.0%

				法人所得税費用-IFRS		2,100,353,119		2.5%		2,278,979,186		3.0%		-0.5%

				当期利益-IFRS		3,990,561,428		4.7%		4,687,499,500		6.1%		-1.4%

				少数株主損益		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				少数株主損益(控除)		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				当期利益(計)		3,976,600,697		4.7%		4,703,918,074		6.2%		-1.5%

				少数株主損益(加算)		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				少数株主損益調整前当期純利益2		3,990,561,428		4.7%		4,687,499,500		6.1%		-1.4%

				為替換算調整勘定-期首調整				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定-増減		(24,512,511)		-0.0%		(673,794,264)		-0.9%		0.9%

				為替換算調整勘定-組替調整額				0.0%		(8,967,051)		-0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定-換算調整		190,918,936		0.2%		(222,390,934)		-0.3%		0.5%

				為替換算調整勘定-税効果				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定		166,406,425		0.2%		(905,152,249)		-1.2%		1.4%

				在外営業活動体の換算差額-IFRS		166,406,425		0.2%		(905,152,249)		-1.2%		1.4%

				為替換算調整勘定-持分損益		60,941,835		0.1%		(655,780,616)		-0.9%		0.9%

				持分法適用会社に対する持分相当額		60,941,835		0.1%		(655,780,616)		-0.9%		0.9%

				その他の包括利益合計-IFRS		227,348,260		0.3%		(1,560,932,865)		-2.0%		2.3%

				包括利益-IFRS		4,217,909,688		5.0%		3,126,566,635		4.1%		0.9%

				親会社株主に係る包括利益		4,138,526,729		4.9%		3,251,408,331		4.3%		0.6%

				為替換算調整勘定-少持損益		65,422,228		0.1%		(108,423,122)		-0.1%		0.2%

				少数株主に係る包括利益		79,382,959		0.1%		(124,841,696)		-0.2%		0.3%

				資本剰余金期首残高		4,007,005,257		4.7%		3,946,667,082		5.2%		-0.4%

				資本剰余金期首残高計		4,007,005,257		4.7%		3,946,667,082		5.2%		-0.4%

				新株式発行高		0		0.0%				0.0%		0.0%

				ストックオプション行使		46,021,543		0.1%		61,421,483		0.1%		-0.0%

				子会社増加増加高(CS)		0		0.0%		580,547,721		0.8%		-0.8%

				持分増加増加高(CS)				0.0%		(580,547,721)		-0.8%		0.8%

				資本剰余増加(その他)				0.0%		(7,179,474)		-0.0%		0.0%

				資本剰余金増加額計		46,021,543		0.1%		54,242,009		0.1%		-0.0%

				資本剰余金期末残高計		4,053,026,800		4.8%		4,000,909,091		5.2%		-0.4%

				利益剰余金期首残高		25,668,638,036		30.3%		21,218,844,514		27.8%		2.6%

				利益剰余金期首調整額		144,544,938		0.2%		0		0.0%		0.2%

				利益剰余金期首残高計		25,813,182,974		30.5%		21218844514		27.8%		2.7%

				当期利益計		3,976,600,697		4.7%		4,703,918,074		6.2%		-1.5%

				子会社増加増加高(SS)		0		0.0%		-8607819577		-11.3%		11.3%

				子会社減少増加高(SS)		310		0.0%				0.0%		0.0%

				持分増加増加高(SS)				0.0%		8607819577		11.3%		-11.3%

				利益剰余金増加額計		3,976,601,007		4.7%		4703918074		6.2%		-1.5%

				支払配当金(前期分)		0		0.0%		1		0.0%		-0.0%

				支払配当金(期末)		1,127,884,966		1.3%		1039355784		1.4%		-0.0%

				子会社増加減少高(SS)		0		0.0%				0.0%		0.0%

				子会社減少減少高(SS)		3,106,557		0.0%		0		0.0%		0.0%

				持分減少減少高(SS)		0		0.0%		0		0.0%		0.0%

				利益剰余金減少額計		1,130,991,523		1.3%		1039355785		1.4%		-0.0%

				利益剰余金期末残高計		28,658,792,458		33.9%		24883406803		32.6%		1.3%



























































































































































A	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	0	6.1414073879174302E-2	5.1884232756536808E-2	5.18	84232756536808E-2	5.3728542335630798E-2	5.3728542335630798E-2	0	B	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	6.6298074929537765E-2	4.8840010503634623E-3	9.5298411226374946E-3	2.9795907585764281E-3	1.1352811794824377E-3	1E-3	5.4763246846318239E-2	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	1	





丸亀製麺　販管費

				2017.06		原価率 ゲンカ リツ		人件費率 ジンケンヒ		水道光熱費率 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費率 コウコク センデンヒ		その他経費率 タ ケイヒ		2018.06

				丸亀製麺 マ

				June
2017		COGS ratio		labor cost ratio		utitily cost ratio		Advertising cost ratio		other cost ratio		June
2018

						15.80%		15.10%		15.00%		15.00%		15.20%

				16.10%		0.30%		0.70%		0.10%		0.70%		0.50%		15.20%



				June
2017		COGS ratio		labor cost ratio		utitily cost ratio		Advertising cost ratio		other cost ratio		June
2018

						2.800%		2.100%		2.000%		2.000%		2.200%

				3.100%		0.30%		0.70%		0.10%		0.70%		0.50%		2.200%





				連結 レンケツ

				H29.03		原価 ゲンカ		人件費 ジンケンヒ		水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費 コウコク センデンヒ		その他経費 タ ケイヒ		H30.03

						24.80%		24.80%		25.50%

				26.50%		1.70%		0.70%		0.40%		0.00%		0.30%		24.20%



				H29.03		原価 ゲンカ		人件費 ジンケンヒ		水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費 コウコク センデンヒ		その他経費 タ ケイヒ		H30.03

						-0.200%		-0.200%		0.500%

				1.500%		1.70%		0.70%		0.40%						-0.800%

				Mar
2017		COGS ratio		labor cost ratio		utitily cost ratio		Advertising cost ratio		other cost ratio		Mar
2018						Outsourced expenses cost ratio

				0		150		250		100

				150		100		50		200		100



0	150	250	100	150	100	50	200	100	June	
2017	COGS ratio	labor cost ratio	utitily cost ratio	Advertising cost ratio	other cost ratio	June	
2018	2.7999999999999997E-2	2.0999999999999991E-2	1.999999999999999E-2	1.999999999999999E-2	2.1999999999999992E-2	June	
2017	COGS ratio	labor cost ratio	utitily cost ratio	Advertising cost ratio	other cost ratio	June	
2018	3.1E-2	3.0000000000000001E-3	7.0000000000000001E-3	1E-3	7.0000000000000001E-3	5.0000000000000001E-3	2.1999999999999992E-2	

海外概況

				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				アジア		台湾		出店拡大中		商品・マーケティング施策の強化により、直近では既存店前年比で前年を上回る月もある。経営体制を再整備し、更なる事業拡大に必要な体制を構築中。豚カツ業態も4店舗運営。 ショウヒン シサク キョウカ チョッキン キゾン テン ゼンネン ゼンネン ウワマワ ツキ ケイエイ タイセイ サイセイビ サラ ジギョウ カクダイ ヒツヨウ タイセイ コウチク ナカ		3,200百万 / 390百万  ヒャク マン ヒャクマン

						韓国		収益改善中		2018年に大幅な不採算店舗を閉店したことにより収益基盤が強化。今後は既存店の収益性の強化を図り、全社黒字を目指す。 ネン オオハバ フサイサン テンポ ヘイテン シュウエキ キバン キョウカ コンゴ キゾン テン シュウエキセイ キョウカ ハカ ゼンシャ クロジ メザ		550百万 / 5百万  ヒャク マン ヒャクマン						韓国				2018年に大幅な不採算店舗を閉店したことにより収益基盤が強化。2019年は既存店の収益性の強化を行い、全社黒字を目指す。 ネン オオハバ フサイサン テンポ ヘイテン シュウエキ キバン キョウカ ネン キゾン テン シュウエキセイ キョウカ オコナ ゼンシャ クロジ メザ

						中国		出店拡大中		北京、上海、香港などの大都市での展開に力点をおいて展開中。試験的に地方都市にも出店していたが、日本食に対して市場が未成熟であったこともあり苦戦。不採算店舗は閉鎖し、今後は十分な市場のある大都市にフォーカスする。 ペキン シャンハイ ホンコン ダイトシ テンカイ リキテン テンカイチュウ シケンテキ チホウ トシ シュッテン ニホンショク タイ シジョウ ミセイジュク クセン フサイサン テンポ ヘイサ コンゴ ジュウブン シジョウ ダイトシ								中国				北京、上海、香港などの大都市での展開に力点をおいて展開中。試験的に地方都市にも出店をしていたが、日本食に対して市場が未成熟であったこともあり、不採算店舗は閉鎖し、今後は十分な市場のある大都市にフォーカスする。 ペキン シャンハイ ホンコン ダイトシ テンカイ リキテン テンカイチュウ シケンテキ チホウ トシ シュッテン ニホンショク タイ シジョウ ミセイジュク フサイサン テンポ ヘイサ コンゴ ジュウブン シジョウ ダイトシ

						香港（雲南） ホンコン ウンナン				現在「譚仔雲南米線」「譚仔三哥米線」を計105店舗(12月末現在)を展開。香港で雲南ヌードル業態のシェアは7割と圧倒的なブランド力を誇る。
2社を統合管理するCEO、CFOをはじめ、マネジメント層を採用し 　グループ会社としてのガバナンス強化および更なる成長を実現する 　ための経営強化を図っている 。
現在はトリドールHDと協力しながらさらなるブランド強化のための施策やノウハウの伝承を実施中。将来的には、香港国内において150～160店舗体制を目指す。 ガツマツ リョク シサク デンショウ ジッシ チュウ タイセイ		3390百万 / 560百万  ヒャク マン ヒャクマン										2社を統合管理するCEO、CFOをはじめ、マネジメント層を採用し 　グループ会社としてのガバナンス強化および更なる成長を実現する 　ための経営強化を図っている 

				東南アジア トウナン		タイ 		収益改善中		店舗段階のEBITDAが平均で15%前後、25％前後の店舗が多数あり比較的堅調に推移している。不採算店舗の整理や本部費の合理化を図り、収益強化を図っている。								タイ 				店舗段階のEBITDAが平均で15%前後、25％前後の店舗が多数あり比較的堅調に推移している。不採算店舗の整理や本部費の合理化を図り、収益強化を図っている。 テンポ ダンカイ ヘイキン ゼンゴ ゼンゴ テンポ タスウ ヒカクテキ ケンチョウ スイイ フサイサン テンポ セイリ ホンブ ヒ ゴウリカ ハカ シュウエキ キョウカ ハカ

						インドネシア		出店拡大中		ジャカルタにおける主要モールを中心に丸亀製麺を展開すると共に、更なる拡大を狙い地方都市での拡大を図っている。顧客層の拡大も視野に入れたエクスプレス店の導入も検討中で、2025年までに100店舗展開を目指す。 コキャクソウ カクダイ シヤ イ テン ドウニュウ ケントウチュウ ネン テンポ テンカイ メザ				 				インドネシア				ジャカルタにおける主要モールを中心に丸亀製麺を展開すると共に、更なる拡大を狙い地方都市での拡大を図っている。顧客層の拡大も視野に入れたエクスプレス店の導入も検討中で、2025年までに100店舗展開を目指す。 コキャクソウ カクダイ シヤ イ テン ドウニュウ ケントウチュウ ネン テンポ テンカイ メザ

						ベトナム		収益改善中		ホーチミンの既存店の収益性向上に向け注力。実験店舗にて様々な施策を実施し、横展開を進める。加えて、ハノイ、ハイフォンなどの北部地域でサブフランチャイズでの出店を予定。 キゾン テン シュウエキセイ コウジョウ ム チュウ チカラ ジッケン テンポ サマザマ シサク ジッシ ヨコ テンカイ スス クワ ホクブ チイキ シュッテン ヨテイ								ベトナム				2019年はホーチミンの既存店の収益性の改善に力を入れる。実験店舗を導入し、様々な施策を実施、横展開を進めていく。加えて、ハノイ、ハイフォンといった北部地域でサブフランチャイズにて2-3店舗の出店を予定。 ネン キゾン テン シュウエキセイ カイゼン チカラ イ ジッケン テンポ ドウニュウ サマザマ シサク ジッシ ヨコ テンカイ スス クワ ホクブ チイキ テンポ シュッテン ヨテイ



				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				東南アジア トウナン		カンボジア		収益改善中		既存レギュラー店の収益が向上し、前年比で約110％の伸びを示している。直営店に加え、フランチャイズ加盟店の出店立地も確定しており、プノンペンにおける更なる展開が予定されている。郊外向けの新業態（丸亀製麺）も展開しており、より広範囲に展開できるよう模索中。		80百万 / △21百万  ヒャク マン ヒャクマン						カンボジア				既存レギュラー店の収益が向上し、前年比で約110％の伸びを示している。直営店に加え、フランチャイズ加盟店の出店立地も確定しており、プノンペンにおける更なる展開が予定されている。郊外向けの新業態（丸亀製麺）も展開しており、より広範囲に展開できるよう模索中。 キゾン テン シュウエキ コウジョウ ゼンネンヒ ヤク ノ シメ チョクエイ テン クワ カメイ テン シュッテン リッチ カクテイ サラ テンカイ ヨテイ コウガイ ム シンギョウタイ マルガメ セイメン テンカイ コウハンイ テンカイ モサクチュウ

						マレーシア
（ Boat Noodle 、他） ホカ		出店拡大中		主力業態であるBoatNoodleに力点を置いて展開中。マレーシア国内でBoatNoodleのみで50店舗（過去2年間で約40店舗の開店）を展開しており、現地で認知度の高いブランドとして成長している。
店舗段階のみならず、全社でもEBITDA20%を超える好業績で、今後の更なる発展が期待される。国外の展開も進み、ブルネイ、ミャンマー、インドネシア、シンガポールに出店済み。更なる進出に向けて取り組み中。								マレーシア
（ Boat Noodle 、他） ホカ				主力業態であるBoatNoodleに力点を置いて展開中。マレーシア国内でBoatNoodleのみで50店舗（過去2年間で約40店舗の開店）を展開しており、現地で認知度の高いブランドとして成長している。
店舗段階のみならず、全社でもEBITDA20%を超える好業績で、今後の更なる発展が期待される。国外の展開も進み、ブルネイ、ミャンマー、インドネシア、シンガポールに出店済み、更なる進出に向けて取り組み中。 シュリョク ギョウタイ リキテン オ テンカイチュウ コクナイ テンポ カコ ネンカン ヤク テンポ カイテン テンカイ ゲンチ ニンチド タカ セイチョウ テンポ ダンカイ ゼンシャ コ コウギョウセキ コンゴ サラ ハッテン キタイ コクガイ テンカイ スス シュッテン ズ サラ シンシュツ ム ト ク チュウ

						フィリピン				フランチャイズとして丸亀製麺１号店を2017年8月、2号店を2018年2月、3号店を同年8月、4号店を11月にをオープンしたが、いずれも好業績を維持。
今後は更なる拡大を狙いマニラ地域での出店を加速していく予定。 ゴウテン ネン ガツ ゴウ テン ドウ ネン ガツ ス ギョウセキ イジ コンゴ								フィリピン				2018年11月に4号店をオープンしたが、どの店舗も業績好調で年換算1,000万円以上の売上を誇る。2019年は更なる拡大を狙いマニラ地域での出店を加速していく予定。4月以降の出店攻勢で年間7店舗出店を目指す。 ネン ガツ ゴウテン テンポ ギョウセキ コウチョウ トシ カンサン マンエンイジョウ ウリアゲ ホコ ネン サラ カクダイ ネラ チイキ シュッテン カソク ヨテイ ガツ イコウ シュッテン コウセイ ネンカン テンポ シュッテン メザ

						ミャンマー
（Boat Noodle）				現地飲食最大手のYKKO社と合弁会社を設立し、２０１７年１０月よりBoatNoodle業態をフランチャイズで展開。これまでミャンマーにはないオシャレな空間と食事を楽しめるお店として受け入れられ、賑わいを見せている。現状、２店舗のオープンを目指している。								ミャンマー
（Boat Noodle）				現地飲食最大手のYKKO社と合弁会社を設立し、２０１７年１０月よりBoatNoodle業態をフランチャイズで展開。これまでミャンマーにはないオシャレな空間と食事を楽しめるお店として受け入れられ、賑わいを見せている。現状、２店舗のオープンを目指している。 カイシャ ゲンジョウ

						シンガポール
（丸亀製麺） マ				中国合弁を介してシンガポールにて3店舗出店。賃料は高いものの、認知拡大を目的に代表的なモールへ出店をしている。認知浸透と共に収益性も向上しており、当面は3店舗に集中して足場を固める方針。 リョウ セイ								シンガポール
（丸亀製麺） マ				中国合弁を介してシンガポールにて3店舗出店。家賃は高いものの、認知拡大を目的に代表的なモールへの出店をしている。認知浸透と共に収益も向上しており、当面は3店舗に集中して足場を固める方針。 チュウゴク ゴウベン カイ テンポ シュッテン ヤチン タカ ニンチ カクダイ モクテキ ダイヒョウテキ シュッテン ニンチ シントウ トモ シュウエキ コウジョウ トウメン テンポ シュウチュウ アシバ カタ ホウシン

						シンガポール
（MONSTER CURRY）				シンガポール国内で11店舗を展開中（2018年12月末現在）。シンガポールの日本式カレー市場で圧倒的なシェアNO.1を獲得している。
現在はトリドールHDと協働しながら、さらなる強みの強化とトリードールHDが所有する店舗運営ノウハウの継承を実施中。今後は、シンガポールの日本式カレー市場におけるポジショニングをさらに強化し、2025年までに20店体制を目指す。 コンゴ タイセイ メザ								シンガポール
（MONSTER CURRY）				現在、モンスターカレーはシンガポール国内で11店舗を展開中（2018年12月末現在）。「モンスターカレー」はシンガポールの日本式カレー市場で圧倒的なシェアNO.1を獲得している。現在はトリドールHDと協働しながら、さらなるモンスターカレーの強みの強化とトリードールが所有する店舗運営のノウハウの継承を実施中。これらを組み合わせることで、シンガポールの日本式カレー市場におけるモンスターカレーのポジショニングをさらに強化し、2025年までに20店に増やす。 ゲンザイ コクナイ テンポ テンカイチュウ ネン ガツ マツ ゲンザイ シジョウ ゲンザイ キョウドウ ツヨ キョウカ ショユウ ケイショウ ジッシチュウ ク ア ニホンシキ シジョウ キョウカ



				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				アメリカ		TDC（Tokyo Ｔable) 		－		1号店アーバイン店は世界でも上位の高い売上を堅持し、安定的な黒字体質。
2号店アルハンブラ店を業態転換した”日本の洋食”を軸にした新業態"Saly papa"は客数は確保するも客単価の向上に苦戦。		780百万 / △280百万  ヒャク マン ヒャクマン						TDC（Tokyo Ｔable) 		－		1号店アーバイン店は世界でも上位の高い売上を堅持し、安定的な黒字体質。2号店アルハンブラ店を業態転換した”日本の洋食”を軸にした新業態"Saly papa"は客数は確保するも客単価の向上に苦戦。撤退の方向性で検討をしている ケンジ アンテイテキ クロジタイシツ ギョウタイ テンカン シン キャクスウ カクホ キャクタンカ コウジョウ クセン テッタイ ホウコウセイ ケントウ

						丸亀製麺		本土一号店出店		ハワイWaikikki店は依然好調を維持　世界トップの売上を誇る（最高日商も更新）。
2017年9月にオープンしたロサンゼルス・Sawtelle店、2018年1月にオープンのサンフランシスコ・Stonestown店はさらなる改善が進み、売上が伸張。3号店がLA・ビバリーヒルズ店舗はモールの集客が鈍化しており店舗モデルの構築に苦戦。また、2018年12月に4号店がグレンデールにオープンし、米国では初の丸亀フードコートモデルの構築に取り組んでいる。 ネン ガツ		ハワイ
830百万 / 120百万
本土：軽微                  ホンド ケイビ						丸亀製麺		本土一号店出店		ハワイWaikikki店は依然好調を維持　世界トップの売上を誇る（最高日商も更新）。
2017年9月にオープンしたロサンゼルス・Sawtelle店、2018年1月にオープンのサンフランシスコ・Stonestown店はさらなる改善が進み、売上が伸張。3号店がLA・ビバリーヒルズ店舗はモールの集客が鈍化しており店舗モデルの構築に苦戦。また4号店のグレンデールがオープンし、米国では初の丸亀フードコートモデルの構築に取り組む サイコウ ニッショウ コウシン テン テン カイゼン スス ウリアゲ シンチョウ テンポ シュウキャク ドンカ テンポ コウチク クセン ゴウテン ベイコク ハツ マルガメ コウチク ト ク

						CRACKIN’KITCHEN		出店準備中		ハワイ店は依然好調を維持　世界１、２位の売上を誇る。2018年3月LAに本土１号店メニュー改善やマーケ施策が結果に結びつかず、閉店。		590百万 / 70百万  ヒャク マン ヒャクマン						CRACKIN’KITCHEN		出店準備中		ハワイ店は依然好調を維持　世界１、２位の売上を誇る。2018年3月LAに本土１号店メニュー改善やマーケ施策が結果に結びつかず、閉店 テン ネン ホンド ゴウテン カイゼン シサク ケッカ ムス ヘイテン

						POKE				2018年8月に出資を完了し提携開始。10-12月にかけて積極的に新店をオープンし、現在は32店舗体制に。2019年も約30店舗(すべてFC)の出店を計画中。品質保証や購買面で、トリドールHDのノウハウ移管を検討している。 タイセイ								POKE				2018年8月に出資を完了し提携開始。10-12月にかけて積極的に新店をオープンし、現在は30店舗強に。2019年も約30店舗(すべてFC)の積極出店を計画中。品質保証や購買面で、トリドールHDのノウハウ移管を検討している ネン ガツ シュッシ カンリョウ テイケイ カイシ セッキョクテキ ゲンザイ テンポ キョウ セッキョク シュッテン ケイカクチュウ ケントウ

				イギリス		Shoryu		出店拡大中		引き続きロンドンでのドミナント展開を進める。唯一の郊外店であるマンチェスター店とオクスフォード店は賃料や物流費などのコストカットを実施中。
単価を抑えたラーメンのほか、焼きそば・カツカレーなどの新メニューを導入。また、グデタマなどキャラクターを使用した販促のほか、店外からの視認性を高める施策など、集客に向けた取り組みも実施しており、全体として成果が出ている。								Shoryu				引き続きロンドンでのドミナント展開を進める。唯一の郊外店であるマンチェスター店とオクスフォード店は賃料や物流費などのコストカットを実施中。
商品は単価を抑えたラーメンや、グデタマなどキャラクターを使用した販促、焼きそばやカツカレーなどの新メニューを導入。店外からの視認性を高める施策など、集客に向けた取り組みも実施しており、全体として成果が出ている。 テンカイ ユイイツ コウガイ テン テン テン チンリョウ ブツリュウ ヒ ジッシ チュウ ショウヒン タンカ オサ シヨウ ハンソク ヤ シン ドウニュウ テン ガイ シニンセイ タカ シサク シュウキャク ム ト ク ジッシ ゼンタイ セイカ デ

				ロシア		丸亀製麺		収益改善中		2020年12月期より、合弁を解消し、全店FC化。これにより資金の外部調達も可能になり、モスクワにてFC、サブFC店の展開を画策、積極的な出店と既存店強化を目論む。
今後は、収益拡大とともにこれまで出店のなかった立地への新規出店を行い、店舗数の拡大を予定している。						ロシア		丸亀製麺		収益改善中		2020年12月期より、合弁を解消し、全店FC化。これにより資金の外部調達も可能になり、モスクワにてFC、サブFC店の展開を画策、積極的な出店と既存店強化を目論む。今後は、収益拡大とともに、ロシアにおけるTier oneモールからの誘いもある中で、これまで出店のなかった立地への新規出店を行い、店舗数の拡大を予定している。日本からのサポート方法についても、引き続き検討。 ネン ガツキ ゴウベン カイショウ ゼンテン カ シキン ガイブチョウタツ カノウ ミセ テンカイ カクサク セッキョクテキ シュッテン キョウカ モクロ コンゴ シュウエキカクダイ サソ ナカ シュッテン リッチ シンキ シュッテン オコナ テンポスウ カクダイ ヨテイ ニホン ホウホウ ヒ ツヅ ケントウ

				その他 タ		ＷＯＫ ＴＯ ＷＡＬＫ		出店拡大中		フランスにおける大型契約を含む複数のフランチャイジーが存在することにより、フランチャイズビジネスは堅調に推移し、順調に店舗数を拡大している。
苦戦中の米国での直営店は具材やオペレーションの見直しを行った。		軽微 ケイビ						ＷＯＫ ＴＯ ＷＡＬＫ				フランスにおける大型契約を含む複数のフランチャイジーが存在することにより、フランチャイズビジネスは堅調に推移し、順調に店舗数を拡大している。
苦戦中の米国での直営店は具材やオペレーションの見直しを行った。 ソンザイ ケンチョウ スイイ ジュンチョウ テンポ スウ カクダイ クセン チュウ ベイコク チョクエイテン グザイ ミナオ オコナ



				Area		Country/Brand		Status		Outline		PL Contribution (last year)
Sales / Segment profit

				Asia		Taiwan (ROC)		出店拡大中		Improves personnel system for staff sufficiency. Opening new stores. Operating 4 Tonkatsu stores.		3,200 mil. / 390 mil.

						S. Korea		収益改善中		Main stores keep good. Opening new stores.		350mil. / 5mil.

						China (PRC)		出店拡大中		Keeps good. Sales in coast cities (e.g., Shanghai) are nice. Currently 85 stores. "Hakatan-maru" ramen brand develops.

						Hong Kong (Yunnan)				Grouped in Feb-2018. Currently operating "Tam Chai Yunnan Noodle" and "TamJai SamGor Rice Noodle" stores (109 in total). 70% market share of Yunnan Noodle in Hong Kong. To open new stores in Hong Kong.		3390mil. / 560mil.

						Thailand		収益改善中		Management enhancement brings big profit improvement through 1) profit improvement of Existing Stores, 2) development of small stores (good sales with low initial costs), and 3) customization of HQ costs. To keep stable profits.

						Indonesia		出店拡大中		Develops Marugameseimen stores mainly in major Shopping Centers in Jakarta. Also examines other big cities. Marugame Seimen brand is Halal approved, and popular among local Muslims.				 

						Vietnam		Profit being improved		Saves opening stores in 2017 for yearly profit by improving organization system and management system.  To achieve monthly profits. Examines sub-franchising for further business expansion.

						Cambodia		Profit being improved		Sales of Existing Stores improved a lot. Portable stall type stores (with small initial costs) contribute to profit.  Launches new brand for casual Japanese foods in Feb. 2018, targeting wider range of market.		80mil. / △21mil.

						Malaysia
(Boat Noodle, Others)		Opening new stores		Operating approx. 70 stores of "Boat Noodle" and "CillCill" brands. Expanding with profits. Accelerating franchising in other countries such as Brunei, Indonesia, Myanmar and Singapore. Planning to expand to other countries.

						Philippines				Opens 1st Marugameseimen store in Aug-2017 and 2nd in Feb-2018 (both FC). Keep good. 4 more stores scheduled. Swift business expansion expected.

						Myanmar
(Boat Noodles)				Establishes JV company with YKKO (biggest local restaurant company), and franchises Boat Noodle brand since Oct. 2017. Widely accepted as uniquely fashionable restaurant with fun to eat. 2nd store to open.



				Area		Country/Brand		Status		Outline		PL Contribution (last year)
Sales / Segment profit

				USA		TDC (Tokyo Table)		New store to open		1st store in Irvine keeps good. One of world top sales/profits stores in Toridoll Group, whereas 2nd store in Alhambra is in tough. To change to "Western Japanese" like brand for profit improvement.		780mil. / △28mil.0 

						Marugame Seimen		New store to open		Waikiki Shop keeps good. World top 1-2 sales in Toridoll Group.  1st store in mainland opened in Sawtelle, LA in Sep. 2017.  2nd store in Stonestown, SF started with good launch in Jan. 2018 (same sales level as Waikiki Shop for the first weekend).  3rd store in Shopping Center around Beverly Hills to open.		Hawaii
830mil. / 120mil.
Main Land：small                 

						CRACKIN'KITCHEN		New store to open		Keeps good. World Top 1-2 sales in Toridoll Group.  Opens 1st in mainland store in LA in Mar. 2018.		140mil. / 5mil. 

				UK		Sakagura		-		Opens 1st store in November 2016. Introduced collaboration menus between Bent Box and Shoryu Ramen, and charbroil steaks and tempuras. Lava Plate stake from 2018 beginning becomes popular. Lower pricing contributes guest count (wider customer range) and sales. Keeps marketing measures (e.g.,  via SNS, Restaurant Week and Japanese Sake events) for brand awareness .

						Shoryu		Opening new stores		Some stores are in top sales group. Strategic dominance in London. Local cities to be only in Manchester and  Oxford. To improve profitability. New stores being prepared.

				Italy		Tokyo Table, Others		-		Opens "Bottega del Ramen" in Feb. and "Tokyo Table" in Mar, 2017.  "Bottega del Ramen" achieved monthly profit. "Tokyo table" marks record high in monthly sales for consecutive 2 months. Still not profit for whole business unit, and more sales necessary. Both stores to introduce new menus for summer. Expanding sales by delivery through Uber-eat and Deliveroo.		small

				Russia		Marugame Seimen				4 direct-operation stores and 3 FC stores in Moscow. Achieved all stores in the black. To develop more stores (especially in food court) as well as keeping stable profits.

				Others		WOK TO WALK		Opening new stores		Store aggressively expanding to 93 (including 3 direct-operation stores in US) after grouped. FC contracts in India, Israel, and newly Malta and Oman. Opens 1st direct-operation store In US in Feb, 2nd in Jul and 3rd store in Dec. 2017. Exploring other counties for FCs.		small





M&A　PMI

				ブランド		概要 ガイヨウ		PMIの状況 ジョウキョウ

				晩杯屋 バ		大衆酒場「晩杯屋」等を東京都内で運営するアクティブソース社の株式を取得（80.3%）しグループ会社化		・モデル店舗における丸亀製麺のノウハウを生かしたオペレーションの改善
・パート・アルバイト採用強化の仕組み導入、社内独立制度を含めた新人事制度の構築
・採用費や消耗品費など、グループ単価を採用することによる経費削減
・店舗タイプ別のスクリーニング要件、出店計画の策定、物件取得サポートの実施 フク シン ジンジ セイド コウチク ブッケン シュトク ジッシ				募集10人→100人規模に
物件情報が豊富　出店の精度が向上　投資検証表の活用など ボシュウ ニン ニン キボ ブッケン ジョウホウ ホウフ シュッテン セイド コウジョウ トウシ ケンショウ ヒョウ カツヨウ

				ずんどう屋 ヤ		主に関西において、とんこつラーメン店の「ずんどう屋」を運営するZUND社の株式を取得（80%）しグループ会社化		・モデル店舗におけるコンセプトのブラッシュアップと丸亀製麺のノウハウを生かしたオペレーションの改善
・当社ノウハウを活用した、採用における掲載媒体最適化の仕組み導入
・採用費や消耗品費など、グループ単価を採用することによる経費削減
・当社新店開発部による勝ちパターンの分析、優先出店エリアの決定　
・人事制度（賞与制度等）の再構築 トウ シャ

				「譚仔雲南米線」/「譚仔三哥米線」		スパイシー麺の人気チェーン店「譚仔雲南米線」および「譚仔三哥米線」の運営会社の株式をそれぞれ100%取得		・グループ会社としてのガバナンス強化及びトップマネジメント採用等、 　更なる成長を実現するための経営強化
・店舗、セントラルキッチンおよびバックオフィスにおける業務の整備
・華南地域を中心とした中国全土進出についても初期調査を開始







				Area		Country/Brand		Outline













BS

				連結BS (IFRS) レンケツ

						当期 トウ キ				前期末 ゼンキ マツ

						金額 キンガク		構成比 コウセイヒ		金額 キンガク		構成比 コウセイヒ		増減 ゾウゲン

				資産合計 シサン ゴウケイ		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103

				流動資産 リュウドウ シサン		29,966		14.8%		21,752		18.5%		8,214

				非流動資産 ヒ リュウドウ シサン		173,713		85.6%		96,081		81.5%		77,632

				負債資本合計 フサイ シホン ゴウケイ		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103

				負債合計 フサイ ゴウケイ		168,983		83.3%		82,830		70.3%		86,153

				（うち、有利子負債） ユウ リシ フサイ		145,770		71.8%		62,674		53.2%		83,096

				流動負債 リュウドウ フサイ		43,204		21.3%		25,953		22.0%		17,251

				非流動負債 ヒ リュウドウ フサイ		125,144		61.7%		56,878		48.3%		68,266

				資本合計 シホン ゴウケイ		35,332		17.4%		35,003		29.7%		329						※値張り アタイ バ

				（うち、親会社の所有者） オヤガイシャ ショユウシャ		34,305		16.9%		33,979		28.8%		326						※値張り アタイ バ



				ネット有利子負債/調整後EBITDA ユウ リシ フサイ チョウセイ ゴ		9.4				3.9				-				調整後EBITDA		15,560		9.4







				Consolidated BS (IFRS)										(unit: Million yen)

						This period				End of previous year

						Amount		Ratio		Amount		Ratio		Difference

				Total assets		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103						Including interest-bearing liabilities 

				Current assets		29,966		14.8%		21,752		18.5%		8,214						bearingの bと eの間のスペースを消してください

				Non-current assets		173,713		85.6%		96,081		81.5%		77,632						その下のliabilites、attributable にも不必要なスペースが見える気が

				Total liabilities and equity		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103						するのですが大丈夫でしょうか

				Liabilities		168,983		83.3%		82,830		70.3%		86,153

				(Including interest-bearing liabilities)		145,770		71.8%		62,674		53.2%		83,096

				Current liabilities		43,204		21.3%		25,953		22.0%		17,251

				Non-current liabilities		125,144		61.7%		56,878		48.3%		68,266

				Total equity		35,332		17.4%		35,003		29.7%		329

				(Equity attributable to 
owners of  the parent)		34,305		16.9%		33,979		28.8%		326



				Net interest-bearing liabilities / Adjusted EBITDA 		9.4				3.9				-



















































CF

						連結CF (IFRS) レンケツ

								当期 トウ キ		前年同期 ゼンネン ドウキ		増減 ゾウゲン

						営業活動による
キャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		15,517		4,402		11,115

						投資活動による
キャッシュ・フロー トウシ カツドウ		△ 6,283		△ 6,973		690

						財務活動による
キャッシュ・フロー ザイム カツドウ		△ 1,676		368		△ 2,044

						現金および現金同等物の
期末残高 ゲンキン ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		21,716		12,671		9,045







						Consolidated CF (IFRS)						(unit: Million yen)

								This period		Previous period		Difference								異なるフォントとサイズの混在

						Cash flows from operating activities		15,517		4,402		11,115								Cash flows from operating activities

						Cash flows from investing activities		△ 6,283		△ 6,973		690								Cash flows from investing activities

						Cash flows from financing activities		△ 1,676		368		△ 2,044								Cash flows from financing activities

						Cash and cash equivalents at the end of the period		21,716		12,671		9,045								Cash and cash equivalents at the end of the period





業績予想



				連結PL (IFRS) レンケツ

						2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ								下期修正予算 シモキ シュウセイ ヨサン

						連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ		連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		159,060		100.0%		145,022		100.0%		109.7%								丸亀製麺 マルガメ セイメン		カフェ		豚屋とん一 ブタ ヤ イチ		海外事業 カイガイ ジギョウ

				事業利益 ジギョウ リエキ		9,572		6.0%		7,270		5.0%		131.7%								48,697		3,230		2,038		16,574

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		29,640		18.6%		12,402		8.6%		239.0%								6,716		37		18		1,909

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,689		4.2%		2,302		1.6%		290.6%

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		5,266		3.3%		1,337		0.9%		393.9%								通期修正予算 ツウキ シュウセイ ヨサン

				当期利益 トウキ リエキ		2,704		1.7%		221		0.2%		1223.5%								97,880		5,825		3,865		33,294

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		2,610		1.6%		267		0.2%		977.5%								14,548		153		73		4,261



				丸亀製麺セグメントPL マルガメ セイメン		2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		97,880		100.0%		89,944		100.0%		108.8%

				セグメント利益 リエキ		14,408		14.7%		12,438		13.8%		115.8%



				海外事業セグメントPL		2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		33,294		100.0%		30,242		100.0%		110.1%

				セグメント利益 リエキ		4,261		12.8%		3,258		10.8%		130.8%









				Consolidated PL (IFRS)

						FY 2018				FY 2017				YoY

						連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ		連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ

				Revenue		159,060		100.0%		145,022		100.0%		109.7%

				Contribution margin		9,572		6.0%		7,270		5.0%		131.7%

				Adjusted EBITDA		29,640		18.6%		12,402		8.6%		239.0%

				Operating profit		6,689		4.2%		2,302		1.6%		290.6%

				Profit before tax		5,266		3.3%		1,337		0.9%		393.9%

				Profit for the year		2,704		1.7%		221		0.2%		1223.5%

				Profit for the year attributable to owners of the parent		2,610		1.6%		267		0.2%		977.5%



				Marugame Seimen
segment		FY 2018				FY 2017				YoY

				Revenue		97,880		100.0%		89,944		100.0%		108.8%								Segment profit

				Segment profit 		14,408		14.7%		12,438		13.8%		115.8%								Ratio to prev. period = YoY



				Overseas segment		FY 2018				FY 2017				YoY

				Revenue		33,294		100.0%		30,242		100.0%		110.1%

				Segment profit 		4,261		12.8%		3,258		10.8%		130.8%

























Sheet5



				連結PL (IFRS) レンケツ																																修正 シュウセイ		年初予算 ネンショ ヨサン

						上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ						上期計画 カミキ ケイカク		当初計画 トウショ ケイカク		売上収益 ウリア シュウエキ		56,195		56,195

作成者: 開示用の数字丸め有り

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								売上原価 ウリアゲ ゲンカ		14,451		14,572

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		80,017		100.0%				79,042		100.0%		79,042		100.0%		0				159,060		100.0%		→値張り注意 アタイ バ チュウイ		53,465				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		41,744		41,623

作成者: 開示用の数字丸め有り


				事業利益 ジギョウ リエキ		5,840		7.3%				3,732		4.7%		3,732		4.7%		0				9,572		6.0%

				営業利益 エイギョウ リエキ		5,084		6.4%				1,605		2.0%		2,105		2.7%		△ 500				6,689		4.2%				4,400				人件費　　計 ジンケンヒ ケイ		16,774		16,908

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		4,100		5.1%				1,166		1.5%		1,766		2.2%		△ 600				5,266		3.3%				4,120				水光熱費　計 スイ コウネツヒ ケイ		3,689		3,589

				当期利益 トウキ リエキ		2,601		3.3%				103		0.1%		703		0.9%		△ 600				2,704		1.7%				2,690				地代家賃		5,699		5,826

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		2,569		3.2%				41		0.1%		641		0.8%		△ 600				2,610		1.6%				2,681				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		1,957		2,102

																																		その他一般管理費計 タ イッパン カンリヒ ケイ		8,048		7,851

				丸亀製麺セグメント マルガメ セイメン		上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ										販売費及び一般管理費合計		36,167		36,276

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								減損損失 ゲンソン ソンシツ		1,218		1,030

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%				48,697		100.0%		46,905		100.0%		1,792				97,880		100.0%				43,559		90,464		その他の営業収入 タ エイギョウ シュウニュウ		117		261

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%				6,576		13.5%		6,182		13.2%		394				14,408		14.7%				7,023		13,205		その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		41		150

作成者: 開示用の数字丸め有り


				海外事業セグメント カイガイ ジギョウ		上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ										営業利益（損失）		4,430		4,430

作成者: 開示用の数字丸め有り


						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								調整後EBITDA チョウセイゴ		7,681		7,449

作成者: 開示用の数字丸め有り


				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%				16,574		100.0%		16,518		100.0%		56				33,294		100.0%				3458				金融収益 キンユウ シュウエキ		109		86

作成者: 開示用の数字丸め有り


				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%				1,909		11.5%		1,900		11.5%		9				4,261		12.8%				271				金融費用 キンユウ ヒヨウ		123		29

作成者: 開示用の数字丸め有り


																																		経常利益（損失） ケイジョウ リエキ ソンシツ		4,490		4,490

				カフェ事業セグメント ジギョウ		上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		2,595		100.0%				3,230		100.0%		3,041		100.0%		189				5,825		100.0%

				セグメント利益 リエキ		116		0.7%				37		0.2%		△ 16		-0.1%		53				153		0.5%





				Consolidated PL (IFRS)																														持分法投資損益 モチブン ホウ トウシ ソンエキ		163		243

						FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017										税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		4,578		4,730

作成者: 開示用の数字丸め有り


						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue								法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		1,626		1,680

作成者: 開示用の数字丸め有り


				Revenue		80,017		100.0%				79,042		100.0%		79,042		100.0%		0				159,060		100.0%								当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,953		3,050

作成者: 開示用の数字丸め有り


				Operating profit		5,084		6.4%				1,605		2.0%		2,105		2.7%		△ 500				6,689		4.2%								親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウ シャ		2,964		3,033

作成者: 開示用の数字丸め有り


																																						

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		Profit before tax		4,100		5.1%				1,166		1.5%		1,766		2.2%		△ 600				5,266		3.3%								非支配持分 ヒ シハイ モチブン		(11)		17

				Profit for the year		2,601		3.3%				103		0.1%		703		0.9%		△ 600				2,704		1.7%

				Profit for the year attributable to owners of the parent		2,569		3.2%				41		0.1%		641		0.8%		△ 600				2,610		1.6%								Profit for the year attributable to owners of the parent 

																																		parents のsはいらないようです

				Marugame Seimen 
segment		FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017

						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue								フォントとフォントサイズの混在

				Revenue		49,183		100.0%				48,697		100.0%		46,905		100.0%		1,792				97,880		100.0%

				Operating profit of 
Marugame Seimen segment		7,832		15.9%				6,576		13.5%		6,182		13.2%		394				14,408		14.7%								Segment profit

				Overseas 
segment		FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017										Ratio to prev. period = YoY

						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue

				Revenue		16,720		100.0%				16,574		100.0%		16,518		100.0%		56				33,294		100.0%								% to revenue のeの切り方がおかしいので

				Operating profit of 
Marugame Seimen segment		2,352		14.1%				1,909		11.5%		1,900		11.5%		9				4,261		12.8%								フォントサイズあるいは列の幅を変える必要があります





































出店計画

																										AS

								出店		退店		2020年
3月末 ネン ガツ マツ		投資額
（概算　百万円） トウシ ガク ガイサン ヒャクマンエン				2019年
3月 ネン ガツ														2020年3月期 ネン ガツキ		2021年3月期 ネン ガツキ		2022年3月期 ネン ガツキ		2023年3月期 ネン ガツキ		2024年3月期 ネン ガツキ

																										出店 シュッテン		小 ショウ				2		7		8		8		8

				国内 コクナイ				76		15		1,164		5,376				1,103										大 ダイ				1		6		6		7		7

						丸亀製麺		32		5		844		2,240				817										計 ケイ				3		13		14		15		15

						とん一 イチ		3		2		54		97				53								退店 タイ テン		小 ショウ				0		1		1		1		1

						カフェ		10		0		39		1,500				29										大 ダイ				0		0		0		0		0

						晩杯屋 バ		3		0		52		70				49										計 ケイ				0		1		1		1		1

						ずんどう屋 ヤ		3		0		48		191				45								純増 ジュン ゾウ		小 ショウ				2		6		7		7		7

						その他 タ		25		8		127		1,278				110										大 ダイ				1		6		6		7		7

				海外 カイガイ				145		24		696		1,940				575										計 ケイ				3		12		13		14		14

						連結子会社 レンケツ コガイシャ		69		12		229		1,850				172

						持分法適用会社 モチブン ホウ テキヨウ カイシャ		52		12		247		90				207								ずんどう屋 ヤ

						純粋ＦＣ ジュンスイ		24		0		220		0				196										Year0		Year1		Year2		Year3

				合 計 ゴウ ケイ				221		39		1,860		7,316				1,678										2019/03期 キ		2020/03期 キ		2021/03期 キ		2022/03期 キ

																										出店数 シュッテン スウ		9		3		10		10

						※その他　の内訳 タ ウチワケ																				退店数 タイ テン スウ		0		0		0		0

																										店舗数 テンポスウ		45		48		58		68













								Open		Close		2020
Mar						2019
Mar



				Domestic				76		15		1,164		5,376				1,103

						Marugame Seimen		32		5		844		2,240

						Butaya Tonichi （Tonkatsu,tonteki）		3		2		54		97

						Kona's CoffeeRoasted（Cafe）		10		0		39		1,500

						Banpaiya (Standing Bar)		3		0		52		70

						Zundoya (Ramen)		3		0		48		191

						Others		25		8		127		1,278

				Overseas				145		24		696		1,940

						Subsidiaries		69		12		229		1,850

						JVs		52		12		247		90

						FCs		24		0		220		0

				Total				221		39		1,860		7,316



















中期計画

				連結PL (IFRS) レンケツ

						2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期								H29.3期 キ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		159,060		-		109.7%		174,683		-		109.8%		200,803		-		115.0%				145,022

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		29,640		18.6%		239.0%		32,373		18.5%		109.2%		36,161		18.0%		111.7%				12,402

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,689		4.2%		290.6%		9,086		5.2%		135.8%		12,045		6.0%		132.6%				2,302

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		5,266		3.3%		393.9%		8,500		4.9%		161.4%		11,481		5.7%		135.1%				1,337

				当期利益 トウキ リエキ		2,704		1.7%		1223.5%		5,615		3.2%		207.7%		7,712		3.8%		137.3%				221

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		2,610		1.6%		977.5%		5,434		3.1%		208.2%		7,488		3.7%		137.8%				267



				丸亀製麺セグメントPL マルガメ セイ メン

						2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		97,880		-		199.0%		99,307		-		101.5%		107,694		-		108.4%				49,183

				セグメント利益 リエキ		14,408		14.7%		184.0%		12,817		12.9%		89.0%		14,149		13.1%		110.4%				7,832



				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

						2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		33,294		-		199.1%		36,604		-		109.9%		41,549		-		113.5%				16,720

				セグメント利益 リエキ		4,261		12.8%		181.2%		4,452		12.2%		104.5%		4,913		11.8%		110.4%				2,352



				出店  シュッテン		221						326						412								退店 タイ テン		30期 キ		31期 キ		32期 キ

				　国内 コクナイ		76						138						199										15		16		16

				　海外 カイガイ		145						188						213										24		26		25

				累計店舗数 ルイケイ テンポ スウ		1,860						2,144						2,515								1,687

				　国内 コクナイ		1,164						1,286						1,469								1,103

				　海外 カイガイ		696						858						1,046								575





















				Consolidated PL (IFRS)

						FY2019						FY2020						FY2021								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		159,060		-		109.7%		174,683		-		109.8%		200,803		-		115.0%				95,587

				Adjusted EBITDA		29,640		18.6%		239.0%		32,373		18.5%		109.2%		36,161		18.0%		111.7%				12,799

				Operating profit		6,689		4.2%		290.6%		9,086		5.2%		135.8%		12,045		6.0%		132.6%				8,733

				Profit before tax		5,266		3.3%		393.9%		8,500		4.9%		161.4%		11,481		5.7%		135.1%				8,117

				Profit for the year		2,704		1.7%		1223.5%		5,615		3.2%		207.7%		7,712		3.8%		137.3%				5,242

				Profit for the year attributable to owners of the parents		2,610		1.6%		977.5%		5,434		3.1%		208.2%		7,488		3.7%		137.8%				5,212



				Ｍａｒｕｇａｍｅｓｅｉｍｅｎ segment

						FY2019						FY2020						FY2021								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		97,880		-		199.0%		99,307		-		101.5%		107,694		-		108.4%				6,255

				segment profit		14,408		14.7%		184.0%		12,817		12.9%		89.0%		14,149		13.1%		110.4%				436





				Overseas segment

						FY2018						FY2019						FY2020								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		33,294		-		199.1%		36,604		-		109.9%		41,549		-		113.5%				6,255

				segment profit		4,261		12.8%		181.2%		4,452		12.2%		104.5%		4,913		11.8%		110.4%				436



				Numbers of opening stores(numbers in overseas）		221				0.0%		326				0.0%		412				0.0%

				Total numbers of stores(numbers of overses)		1,860				0.0%		2,144				0.0%		2,515				0.0%				1,092		246



				Numbers of opening stores(numbers in overseas）

				Total numbers of stores(numbers of overses)





IFRS

		■2015年3月期：IFRS連結業績予想シミュレーション ネン ガツ キ レンケツ ギョウセキ ヨソウ

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		実績 ジッセキ		J-GAAP						IFRS				差異 サイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				0

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,564				営業利益 エイギョウ リエキ		4,177				△ 3,387

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,994				税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		3,602				△ 3,392

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,606				当期利益 トウキ リエキ		1,985				29

								　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,956				△ 650



		↓実績のJ-GAAPとIFRSの差異を元にIFRS予算を試算 ジッセキ サイ モト ヨサン シサン												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		予想 ヨソウ		J-GAAP						IFRS				調整 チョウセイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		84,803				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		84,803				0

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,200				営業利益 エイギョウ リエキ		3,900				△ 3,300

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,928				税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		3,628				△ 3,300

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,132				当期利益 トウキ リエキ		1,762				30

								　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,732				△ 400		※調整 チョウセイ





Sheet4

		連結純損益計算書の差異 レンケツ ジュンソンエキ ケイサンショ サイ

																						（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		日本基準（J-GAAP） ニホン キジュン						①日本基準（J-GAAP）の表示組替 ニホン キジュン ヒョウジ クミカエ						②国際会計基準（IFRS） コクサイ カイケイ キジュン						差異②－① サイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		0

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		0

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		0

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 57,421				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 57,421				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 58,605				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 1,183		※1

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,564				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 1,849				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 2,155				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 306		※2

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		277				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		338				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		324				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		△ 14

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		△ 848				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 342				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 374				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 32

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,994				営業利益 エイギョウ リエキ		5,711				営業利益 エイギョウ リエキ		4,175				営業利益 エイギョウ リエキ		△ 1,536

		特別利益 トクベツ リエキ		172				金融収益 キンユウ シュウエキ		111				金融収益 キンユウ シュウエキ		206				金融収益 キンユウ シュウエキ		95		※3

		特別損失 トクベツ ソンシツ		△ 2,068				金融費用 キンユウ ヒヨウ		△ 646				金融費用 キンユウ ヒヨウ		△ 637				金融費用 キンユウ ヒヨウ		9

		税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		5,098				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 77				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 130				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 53		※4

		法人税等 ホウジンゼイ トウ		△ 2,429				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		5,098				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		3,614				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		△ 1,484

		少数株主調整前当期純利益 ショウスウ カブヌシ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		2,669				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		△ 2,429				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		△ 1,603				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		826		※5

		少数株主損益 ショウスウ カブヌシ ソンエキ		△ 29				当期利益 トウキ リエキ		2,669				当期利益 トウキ リエキ		2,011				当期利益 トウキ リエキ		△ 658

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,640				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		2,640				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,982				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		△ 658

								　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		29				　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		29				　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		0

																				IFRSと日本基準の主な差異 ニホン キジュン オモ サイ

																		※1		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		△ 869		定額法への遡及修正 テイガク ホウ ソキュウ シュウセイ

				日本基準（J-GAAP） ニホン キジュン				国際会計基準（IFRS） コクサイ カイケイ キジュン												租税公課 ソゼイ コウカ		△ 344		法人税等（均等割）より振替 ホウジンゼイ トウ キントウワリ フリカエ

		営業利益 エイギョウ リエキ		売上総利益－販売費及び一般管理費 ウリアゲ ソウリエキ ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				売上総利益－販売費及び一般管理費－減損損失＋その他の営業収益－その他の営業費用 ウリアゲ ソウリエキ ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ ゲンソン ソンシツ タ エイギョウ シュウエキ タ エイギョウ ヒヨウ												その他 タ		30

																				計 ケイ		△ 1,183

		経常利益 ケイジョウ リエキ		営業利益＋営業外収益－営業外費用 エイギョウ リエキ エイギョウガイ シュウエキ エイギョウガイ ヒヨウ				経常利益、特別損益の概念はなく、金融収益、金融費用及び持分法による投資損益以外は、営業利益に加減 ケイジョウ リエキ トクベツ ソンエキ ガイネン キンユウ シュウエキ キンユウ ヒヨウ オヨ モチブンポウ トウシ ソンエキ イガイ エイギョウ リエキ カゲン										※2		減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 251		割引後CFとの比較 ワリビキ アト ヒカク

																				減損損失（のれん） ゲンソン ソンシツ		△ 55		非償却分を減損 ヒ ショウキャク ブン ゲンソン

		金融収益 キンユウ シュウエキ		－				受取利息、為替差益等 ウケトリ リソク カワセ サエキ トウ												計 ケイ		△ 306

		金融費用 キンユウ ヒヨウ		－				支払利息、為替差損等 シハライ リソク カワセ サソン トウ										※3		受取利息 ウケトリ リソク		95		敷金保証金を償却原価に シキキン ホショウキン ショウキャク ゲンカ

																				計 ケイ		95

																		※4		持分法による投資損失 モチブンポウ トウシ ソンシツ		△ 86		全ての共同支配企業を持分法適用に スベ キョウドウ シハイ キギョウ モチブンポウ テキヨウ

																				持分法による投資損失 モチブンポウ トウシ ソンシツ		33		持分法のれんの非償却 モチブンポウ ヒ ショウキャク

																				計 ケイ		△ 53

																		※5		法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		345		均等割を租税公課に振替 キントウワリ ソゼイ コウカ フリカエ

																				法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		132		税率変更による修正 ゼイリツ ヘンコウ シュウセイ

																				法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		349		IFRS修正に係る税効果調整 シュウセイ カカ ゼイ コウカ チョウセイ

																				計 ケイ		826



表示組替

IFRS調整



世界ランキング

				世界外食企業ランキング（上場企業）上位10社

						企業名		国名		売上高
（百万ドル）		決算期		展開ブランド

				1		McDonald's Corporation 		アメリカ		28,106		41609		McDonald's

				2		Starbucks Corporation 		アメリカ		14,892		41518		Starbucks

				3		Yum Brands Inc 		アメリカ		13,084		41609		KFC/Pizza Hut/Taco Bell、他

				4		Darden Restaurants Inc 		アメリカ		6,286		41760		Red Lobster/Olive Garden/
LongHorn Steakhouse、他

				5		AUTOGRILL SPA 		イタリア		6,207		41609		FC含む250ブランド以上を展開

				6		ゼンショーホールディングス		日本		4,679		41699		すき家/ココス/はま寿司、他

				7		Bloomin Brands Inc		アメリカ		4,129		41609		OUTBACK STEAKHOUSE
/CARRABBA'S、他

				8		ARCOS DORADOS 
HOLDINGS INCORPORATED 		アルゼンチン		4,033		41609		（中南米、カリブ海エリアの
McDonald's franchisee）

				9		Chipotle Mexican Grill, Inc. 		アメリカ		3,215		41609		Chipotle

				10		TIM HORTONS INCORPORATED		カナダ		3,162		41609		Tim Hortons、他

				（出所）各社決算資料等よりみずほ銀行産業調査部作成





						McDonald's Corporation 		(		アメリカ		)		28,106

						Starbucks Corporation 		(		アメリカ		)		14,892

						Yum Brands Inc 		(		アメリカ		)		13,084

						Darden Restaurants Inc 		(		アメリカ		)		6,286

						AUTOGRILL SPA 		(		イタリア		)		6,207
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						Bloomin Brands Inc		(		アメリカ		)		4,129

						ARCOS DORADOS 
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						TIM HORTONS INCORPORATED		(		カナダ		)		3,162



						McDonald's Corporation (アメリカ)		28,106

						Starbucks Corporation (アメリカ)		14,892

						Yum Brands Inc (アメリカ)		13,084

						Darden Restaurants Inc (アメリカ)		6,286

						AUTOGRILL SPA (イタリア)		6,207

						ゼンショーホールディングス(日本)		4,679

						Bloomin Brands Inc(アメリカ)		4,129

						ARCOS DORADOS 
HOLDINGS INCORPORATED (アルゼンチン)		4,033

						Chipotle Mexican Grill, Inc. (アメリカ)		3,215

						TIM HORTONS INCORPORATED(カナダ)		3,162





						TIM HORTONS Inc.(カナダ)		3,162

						Chipotle Mexican Grill, Inc. (アメリカ)		3,215

						ARCOS DORADOS HD Inc. (アルゼンチン)		4,033

						Bloomin Brands Inc.(アメリカ)		4,129

						ゼンショーホールディングス(日本)		4,679

						AUTOGRILL SPA (イタリア)		6,207

						Darden Restaurants Inc. (アメリカ)		6,286

						Yum Brands Inc. (アメリカ)		13,084

						Starbucks Corporation (アメリカ)		14,892

						McDonald's Corporation (アメリカ)		28,106









						TIM HORTONS Inc.		3,162

						Chipotle Mexican Grill, Inc. 		3,215

						ARCOS DORADOS HD Inc. 		4,033

						Bloomin Brands Inc.		4,129

						ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.		4,679

						AUTOGRILL SPA 		6,207

						Darden Restaurants Inc. 		6,286

						Yum Brands Inc. 		13,084

						Starbucks Corporation 		14,892

						McDonald's Corporation 		28,106





						McDonald's Corporation 		28,106

						Starbucks Corporation 		14,892

						Yum Brands Inc. 		13,084

						Darden Restaurants Inc. 		6,286

						AUTOGRILL SPA 		6,207

						ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.		4,679

						Bloomin Brands Inc.		4,129

						ARCOS DORADOS HD Inc. 		4,033

						Chipotle Mexican Grill, Inc. 		3,215

						TIM HORTONS Inc.		3,162



TIM HORTONS Inc.(カナダ)	Chipotle Mexican Grill, Inc. (アメリカ)	ARCOS DORADOS HD Inc. (アルゼンチン)	Bloomin Brands Inc.(アメリカ)	ゼンショーホールディングス(日本)	AUTOGRILL SPA (イタリア)	Darden Restaurants Inc. (アメリカ)	Yum Brands Inc. (アメリカ)	Starbucks Corporation (アメリカ)	McDonald's Corporation (アメリカ)	3162	3215	4033	4129	4679	6207	6286	13084	14892	28106	McDonald's Corporation 	Starbucks Corporation 	Yum Brands Inc. 	Darden Restaurants Inc. 	AUTOGRILL SPA 	ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.	Bloomin Brands Inc.	ARCOS DORADOS HD Inc. 	Chipotle Mexican Grill, Inc. 	TIM HORTONS Inc.	28106	14892	13084	6286	6207	4679	4129	4033	3215	3162	

基礎資料

		ＢＩ　「月別・日別推移」　→　「当月レート」　は、前月末のレートを採用 ツキベツ ヒ ベツ スイイ トウゲツ ゼンゲツ マツ サイヨウ

		閉店日　＞＝2016/03/31　（3/31以前に閉店した店舗は含まない） 　 開店日　＜＝2015/12/31（12/31以前に開店した店舗を含む）　など　　を選択 ヘイ テン テンポ フク カイテン ヒ イゼン カイテン テンポ フク

		*は取る ト

		開店、閉店の情報は、右クリックでロックする カイテン ヘイテン ジョウホウ ミギ

		⇒　2016/1/1から03/31まで、ひと月フルで営業していた店舗を対象にしている ツキ エイギョウ テンポ タイショウ

		1Q		閉店日　＞＝2018/3/31　		開店日 ＜＝2017/12/31

		2Q		閉店日　＞＝2018/06/30　		開店日 ＜＝2017/12/31

		3Q		閉店日　＞＝2018/09/30　		開店日 ＜＝2017/12/31

		4Q		閉店日　＞＝2018/12/31　		開店日 ＜＝2017/12/31

		※台湾は注意 タイワン チュウイ

		※丸亀製麺だけ絞る マ シボ

		アメリカ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		11,037,015		1,236,035,309		0		-		944,199,552		130.91%		1,085,440		887,294		122.3%		1,139		0		-		-		-		-		-		3

		2018/01		934,634		104,669,658		0		-		67,798,467		154.38%		94,437		67,217		140.5%		1,108		0		-		-		-		-		-

		2018/02		865,529		96,930,585		0		-		58,289,841		166.29%		86,893		58,009		149.8%		1,116		0		-		-		-		-		-

		2018/03		940,247		105,298,244		0		-		62,867,453		167.49%		93,828		62,064		151.2%		1,122		0		-		-		-		-		-

		2018/04		879,409		98,484,986		0		-		62,713,474		157.04%		88,931		61,268		145.2%		1,107		0		-		-		-		-		-

		2018/05		923,118		103,380,016		0		-		66,076,146		156.46%		92,310		63,938		144.4%		1,120		0		-		-		-		-		-

		2018/06		891,830		99,876,097		0		-		65,094,909		153.43%		89,438		63,065		141.8%		1,117		0		-		-		-		-		-

		2018/07		918,801		102,896,533		0		-		71,199,415		144.52%		91,340		67,966		134.4%		1,127		0		-		-		-		-		-

		2018/08		933,509		104,543,639		0		-		75,557,404		138.36%		90,175		71,798		125.6%		1,159		0		-		-		-		-		-

		2018/09		902,763		101,100,405		0		-		89,716,330		112.69%		87,740		82,737		106.0%		1,152		0		-		-		-		-		-

		2018/10		904,814		101,330,172		0		-		108,372,002		93.50%		87,870		96,758		90.8%		1,153		0		-		-		-		-		-

		2018/11		902,780		101,102,360		0		-		107,716,571		93.86%		87,338		96,159		90.8%		1,158		0		-		-		-		-		-

		2018/12		1,039,580		116,422,613		0		-		108,797,539		107.01%		95,140		96,315		98.8%		1,224		0		-		-		-		-		-

						34,334,314										30,151						1,139

						34,334

		韓国 カンコク

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		6,706,938,740		670,693,874		0		-		680,174,538		98.61%		755,090		803,853		93.9%		888		0		-		-		-		-		-		10

		2018/01		566,061,780		56,606,178		0		-		57,115,579		99.11%		66,453		66,098		100.5%		852		0		-		-		-		-		-

		2018/02		520,514,890		52,051,489		0		-		52,995,374		98.22%		60,381		61,720		97.8%		862		0		-		-		-		-		-

		2018/03		572,189,740		57,218,974		0		-		50,865,872		112.49%		66,336		59,949		110.7%		863		0		-		-		-		-		-

		2018/04		541,064,440		54,106,444		0		-		54,753,092		98.82%		60,522		65,413		92.5%		894		0		-		-		-		-		-

		2018/05		564,352,660		56,435,266		0		-		57,043,792		98.93%		63,559		68,308		93.0%		888		0		-		-		-		-		-

		2018/06		535,459,550		53,545,955		0		-		56,203,125		95.27%		60,112		67,006		89.7%		891		0		-		-		-		-		-

		2018/07		605,035,010		60,503,501		0		-		59,664,308		101.41%		68,244		70,970		96.2%		887		0		-		-		-		-		-

		2018/08		600,337,740		60,033,774		0		-		60,273,538		99.60%		67,212		71,770		93.6%		893		0		-		-		-		-		-

		2018/09		539,093,950		53,909,395		0		-		54,244,144		99.38%		58,602		64,180		91.3%		920		0		-		-		-		-		-

		2018/10		551,903,530		55,190,353		0		-		56,888,227		97.02%		61,414		67,561		90.9%		899		0		-		-		-		-		-

		2018/11		542,895,370		54,289,537		0		-		57,939,978		93.70%		59,548		68,212		87.3%		912		0		-		-		-		-		-

		2018/12		568,030,080		56,803,008		0		-		62,187,509		91.34%		62,707		72,666		86.3%		906		0		-		-		-		-		-

						5,589,116										6,292						888

						5,589

		台湾 タイワン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計				2,971,667,163										4,616,338								0		-		-		-		-		-		28

		2018/04		73,235,984		262,917,183		0		-		251,137,520		104.69%		389,494		407,124		95.7%		675		0		-		-		-		-		-

		2018/05		68,393,158		245,531,437		0		-		257,344,792		95.41%		378,505		388,993		97.3%		649		0		-		-		-		-		-

		2018/06		71,168,994		255,496,688		0		-		254,627,460		100.34%		391,780		386,317		101.4%		652		0		-		-		-		-		-

		2018/07		77,465,930		278,102,689		0		-		291,768,623		95.32%		431,510		435,155		99.2%		644		0		-		-		-		-		-

		2018/08		68,986,210		247,660,494		0		-		279,460,312		88.62%		400,710		422,766		94.8%		618		0		-		-		-		-		-

		2018/09		66,685,851		239,402,205		0		-		209,331,593		114.37%		368,591		319,832		115.2%		650		0		-		-		-		-		-

		2018/10		65,631,275		235,616,277		0		-		262,058,946		89.91%		359,469		395,002		91.0%		655		0		-		-		-		-		-

		2018/11		60,463,169		217,062,777		0		-		238,986,853		90.83%		350,028		358,597		97.6%		620		0		-		-		-		-		-

		2018/12		74,003,339		265,671,987		0		-		270,622,985		98.17%		418,034		405,124		103.2%		636		0		-		-		-		-		-

		2019/01		66,674,732		239,362,288		0		-		229,919,385		104.11%		376,272		353,655		106.4%		636		0		-		-		-		-		-

		2019/02		68,961,950		247,573,401		0		-		271,017,195		91.35%		380,474		385,962		98.6%		651		0		-		-		-		-		-

		2019/03		66,091,849		237,269,738		0		-		236,765,436		100.21%		371,471		349,155		106.4%		639		0		-		-		-		-		-

						8,844,248										13,739						644

						8,844

		ロシア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		249,820,501		489,648,182		0		-		606,340,489		80.75%		619,308		768,902		80.5%		791		0		-		-		-		-		-		7

		2018/01		23,475,281		46,011,550		0		-		37,642,492		122.23%		57,336		48,483		118.3%		802		0		-		-		-		-		-

		2018/02		23,467,768		45,996,825		0		-		41,677,393		110.36%		58,371		53,890		108.3%		788		0		-		-		-		-		-

		2018/03		28,161,829		55,197,185		0		-		55,066,665		100.24%		69,347		70,917		97.8%		796		0		-		-		-		-		-

		2018/04		29,134,888		57,104,380		0		-		51,409,079		111.08%		71,632		65,798		108.9%		797		0		-		-		-		-		-

		2018/05		28,300,303		55,468,594		0		-		51,420,349		107.87%		69,890		66,385		105.3%		794		0		-		-		-		-		-

		2018/06		29,105,898		57,047,559		0		-		51,120,385		111.59%		69,055		62,666		110.2%		826		0		-		-		-		-		-

		2018/07		26,761,752		52,453,033		0		-		47,238,507		111.04%		64,403		59,162		108.9%		814		0		-		-		-		-		-

		2018/08		25,422,365		49,827,835		0		-		46,456,545		107.26%		61,844		62,566		98.8%		806		0		-		-		-		-		-

		2018/09		11,250,390		22,050,764		0		-		56,269,767		39.19%		30,150		69,913		43.1%		731		0		-		-		-		-		-

		2018/10		12,932,184		25,347,080		0		-		59,012,452		42.95%		35,088		73,440		47.8%		722		0		-		-		-		-		-

		2018/11		11,807,845		23,143,376		0		-		56,289,703		41.11%		32,192		69,802		46.1%		719		0		-		-		-		-		-

		2018/12		0		0		0		-		52,737,152		0.00%		0		65,880		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

						6,359,067										8,043						791

						6,359

		中国 チュウゴク

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		253,847,903		4,257,029,327		0		-		4,276,874,170		99.54%		6,629,104		6,377,268		103.9%		642		0		-		-		-		-		-		69

		2018/01		21,499,479		360,546,268		0		-		354,313,915		101.76%		547,348		520,677		105.1%		659		0		-		-		-		-		-

		2018/02		19,902,231		333,760,419		0		-		317,080,764		105.26%		517,272		471,878		109.6%		645		0		-		-		-		-		-

		2018/03		21,157,732		354,815,159		0		-		340,711,334		104.14%		537,201		509,587		105.4%		660		0		-		-		-		-		-

		2018/04		20,238,475		339,399,222		0		-		339,685,662		99.92%		510,965		494,047		103.4%		664		0		-		-		-		-		-

		2018/05		20,188,411		338,559,649		0		-		350,489,524		96.60%		559,414		518,800		107.8%		605		0		-		-		-		-		-

		2018/06		21,499,488		360,546,409		0		-		380,465,857		94.76%		654,384		552,143		118.5%		551		0		-		-		-		-		-

		2018/07		24,090,931		404,004,918		0		-		401,912,616		100.52%		634,219		600,567		105.6%		637		0		-		-		-		-		-

		2018/08		23,709,415		397,606,893		0		-		391,397,135		101.59%		601,990		597,178		100.8%		660		0		-		-		-		-		-

		2018/09		20,247,900		339,557,280		0		-		340,705,766		99.66%		521,964		521,082		100.2%		651		0		-		-		-		-		-

		2018/10		20,449,485		342,937,857		0		-		340,641,385		100.67%		529,361		522,324		101.3%		648		0		-		-		-		-		-

		2018/11		19,610,734		328,872,006		0		-		339,044,797		97.00%		504,097		506,954		99.4%		652		0		-		-		-		-		-

		2018/12		21,253,622		356,423,248		0		-		380,425,416		93.69%		510,889		562,031		90.9%		698		0		-		-		-		-		-

						5,141,340										8,006						642

						5,141

		タイ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		136,089,230		485,838,550		0		-		539,844,041		90.00%		876,307		1,107,020		79.2%		554		0		-		-		-		-		-		22

		2018/01		13,421,005		47,912,987		0		-		40,074,580		119.56%		101,773		76,489		133.1%		471		0		-		-		-		-		-

		2018/02		11,488,032		41,012,276		0		-		37,324,473		109.88%		84,617		71,707		118.0%		485		0		-		-		-		-		-

		2018/03		12,723,835		45,424,091		0		-		42,611,486		106.60%		94,942		86,311		110.0%		478		0		-		-		-		-		-

		2018/04		12,840,018		45,838,865		0		-		45,051,056		101.75%		95,161		92,636		102.7%		482		0		-		-		-		-		-

		2018/05		12,432,458		44,383,875		0		-		37,668,891		117.83%		93,249		81,002		115.1%		476		0		-		-		-		-		-

		2018/06		12,305,931		43,932,174		0		-		45,718,692		96.09%		93,433		93,906		99.5%		470		0		-		-		-		-		-

		2018/07		12,344,254		44,068,987		0		-		46,736,223		94.29%		94,490		97,973		96.4%		466		0		-		-		-		-		-

		2018/08		12,112,614		43,242,032		0		-		48,688,249		88.81%		92,877		100,836		92.1%		466		0		-		-		-		-		-

		2018/09		11,428,445		40,799,549		0		-		49,654,757		82.17%		86,171		101,589		84.8%		473		0		-		-		-		-		-

		2018/10		5,156,638		18,409,197		0		-		46,566,077		39.53%		39,594		96,613		41.0%		465		0		-		-		-		-		-

		2018/11		7,520,459		26,848,037		0		-		46,014,052		58.35%		0		94,430		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

		2018/12		12,315,541		43,966,481		0		-		53,735,506		81.82%		0		113,528		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

						1,840,298										3,319						554

						1,840

		カンボジア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		723,052		80,974,591		0		-		79,876,540		101.37%		174,243		162,171		107.4%		465		0		-		-		-		-		-		1

		2018/01		60,902		6,820,403		0		-		5,835,079		116.89%		16,075		11,579		138.8%		424		0		-		-		-		-		-

		2018/02		54,361		6,087,933		0		-		5,431,325		112.09%		14,896		10,550		141.2%		409		0		-		-		-		-		-

		2018/03		61,330		6,868,311		0		-		6,083,072		112.91%		16,130		11,790		136.8%		426		0		-		-		-		-		-

		2018/04		62,016		6,945,199		0		-		6,234,230		111.40%		15,308		12,235		125.1%		454		0		-		-		-		-		-

		2018/05		55,382		6,202,267		0		-		6,263,222		99.03%		13,486		12,003		112.4%		460		0		-		-		-		-		-

		2018/06		57,645		6,455,609		0		-		6,783,814		95.16%		14,438		13,411		107.7%		447		0		-		-		-		-		-

		2018/07		55,777		6,246,474		0		-		7,030,093		88.85%		13,565		14,230		95.3%		460		0		-		-		-		-		-

		2018/08		61,259		6,860,382		0		-		7,381,441		92.94%		13,868		17,560		79.0%		495		0		-		-		-		-		-

		2018/09		56,863		6,368,142		0		-		6,971,815		91.34%		12,830		16,316		78.6%		496		0		-		-		-		-		-

		2018/10		66,844		7,485,806		0		-		7,285,194		102.75%		15,078		8,131		185.4%		496		0		-		-		-		-		-

		2018/11		61,908		6,933,024		0		-		7,221,156		96.01%		13,870		16,264		85.3%		500		0		-		-		-		-		-

		2018/12		68,765		7,701,041		0		-		7,356,099		104.69%		14,699		18,102		81.2%		524		0		-		-		-		-		-

						6,747,883										14,520						465

						6,748



		フィリピン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		69,533,573		157,145,876		0		-		51,237,143		306.70%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-		1

		2018/01		5,292,606		11,961,289		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/02		5,112,480		11,554,205		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/03		5,498,906		12,427,527		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/04		5,373,300		12,143,657		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/05		5,335,998		12,059,355		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/06		5,364,759		12,124,355		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/07		5,704,955		12,893,197		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/08		5,886,499		13,303,488		0		-		6,529,648		203.74%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/09		5,779,436		13,061,526		0		-		10,703,669		122.03%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/10		6,103,613		13,794,166		0		-		10,936,373		126.13%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/11		7,099,325		16,044,475		0		-		10,674,562		150.31%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/12		6,981,697		15,778,635		0		-		12,392,892		127.32%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

						13,095,490										0						ERROR:#DIV/0!

						13,095



				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン				検算 ケンザン

				アメリカ (本土・ハワイ） ホンド		34,334		30,151		1,139				30,151		0				9364837.1399935

				韓国 カンコク		5,589		6,292		888				6,292		0				16312.6546754795

				台湾 タイワン		8,844		13,739		644				13,739		0

				カンボジア		6,748		14,520		465				14,520		0

				ロシア（持分）		6,359		8,043		791				8,043		0

				中国（持分） チュウゴク モチブン		5,141		8,006		642				8,006		0

				タイ（持分）		1,840		3,319		554				3,319		0



				日本 ニホン		9,364		16,312		574				16,314		(2)



				Overseas Marugame Seimen brand　Basic information						(Monthly data per store)

						Sales
 (1,000 yen)		# of Guests
 (person)		Sales per Guest
 (yen)

				USA		34,334		30,151		1,139

				South Korea		5,589		6,292		888

				Taiwan (ROC)		8,844		13,739		644

				Cambodia		6,748		14,520		465

				Russia<JV>		6,359		8,043		791

				China(PRC) <JV>		5,141		8,006		642

				Thailand <JV>		1,840		3,319		554



				Japan		9,364		16,312		574

				過去データ カコ

				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン

				アメリカ		26,129		27,025		967

				韓国 カンコク		5,290		7,119		743

				台湾 タイワン		11,937		22,143		539

				ロシア（持分）		7,198		9,602		750

				中国（持分） チュウゴク モチブン		7,092		11,545		614

				タイ（持分）		2,457		4,910		500



				日本 ニホン		9,000		16,393		548







				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン

				アメリカ		31,554		31,756		994

				韓国 カンコク		6,005		7,465		804

				台湾 タイワン		16,033		24,226		662

				ロシア（持分）		7,736		10,644		727

				中国（持分） チュウゴク モチブン		8,479		12,302		689

				タイ（持分）		3,160		5,895		536



				日本 ニホン		8,836		16,213		545









Sheet8

		ＢＩ　「月別・日別推移」　→　「当月レート」　は、前月末のレートを採用

		閉店日　＞＝2016/03/31　（3/31以前に閉店した店舗は含まない） 　 開店日　＜＝2015/12/31（12/31以前に開店した店舗を含む）　など　　を選択

		*は取る

		開店、閉店の情報は、右クリックでロックする

		⇒　2016/1/1から03/31まで、ひと月フルで営業していた店舗を対象にしている

		1Q		閉店日　＞＝2019/3/31　		開店日 ＜＝2018/12/31

		2Q		閉店日　＞＝2019/06/30　		開店日 ＜＝2018/12/31

		3Q		閉店日　＞＝2019/09/30　		開店日 ＜＝2018/12/31

		4Q		閉店日　＞＝2019/12/31　		開店日 ＜＝2018/12/31

		※台湾は注意

		※丸亀製麺だけ絞る

		アメリカ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		3,775,772		420,005,085		0		-		305,840,278		137.33%		337,051		275,982		122.1%		1,246		0		-		-		-		-		-		5

		2019/01		1,330,758		146,330,201		0		-		103,856,746		140.90%		119,232		95,555		124.8%		1,227		0		-		-		-		-		-

		2019/02		1,184,941		132,559,354		0		-		96,738,622		137.03%		106,025		86,846		122.1%		1,250		0		-		-		-		-		-

		2019/03		1,260,073		141,115,529		0		-		105,244,911		134.08%		111,794		93,581		119.5%		1,262		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						28,000,339										22,470						1,246

						28,000

		韓国

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		1,580,603,090		158,813,746		0		-		166,848,993		95.18%		168,792		193,299		87.3%		941		0		-		-		-		-		-		10

		2019/01		531,204,040		53,226,645		0		-		56,384,924		94.40%		56,111		66,028		85.0%		949		0		-		-		-		-		-

		2019/02		497,843,510		50,431,548		0		-		53,101,644		94.97%		52,356		60,794		86.1%		963		0		-		-		-		-		-

		2019/03		551,555,540		55,155,554		0		-		57,362,425		96.15%		60,325		66,477		90.7%		914		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						5,293,792										5,626						941

						5,294

		台湾

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		232,899,909		816,303,255		0		-		758,783,227		107.58%		1,329,643		1,181,087		112.6%		614		0		-		-		-		-		-		31

		2019/04		73,674,211		265,227,160		0		-		261,160,848		101.56%		416,169		386,621		107.6%		637		0		-		-		-		-		-

		2019/05		75,733,337		260,522,679		0		-		238,959,394		109.02%		427,957		385,683		111.0%		609		0		-		-		-		-		-

		2019/06		83,492,361		290,553,416		0		-		258,662,985		112.33%		485,517		408,783		118.8%		598		0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

		2020/01																						0		-		-		-		-		-

		2020/02																						0		-		-		-		-		-

		2020/03																						0		-		-		-		-		-

						8,777,454										14,297						614

						8,777

		ロシア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計																						0		-		-		-		-		-		7

		2019/01																						0		-		-		-		-		-

		2019/02																						0		-		-		-		-		-

		2019/03																						0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						0										0						ERROR:#DIV/0!

						0

		中国

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		69,477,772		1,162,673,494		0		-		1,061,504,165		109.53%		1,630,424		1,625,313		100.3%		713		0		-		-		-		-		-		82

		2019/01		24,548,265		406,273,781		0		-		355,683,668		114.22%		572,525		567,131		101.0%		710		0		-		-		-		-		-

		2019/02		20,942,029		354,129,712		0		-		339,296,373		104.37%		481,953		503,492		95.7%		735		0		-		-		-		-		-

		2019/03		23,987,478		402,270,001		0		-		366,524,124		109.75%		575,946		554,690		103.8%		698		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						4,726,315										6,628						713

						4,726

		タイ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		34,435,354		123,136,542		0		-		136,646,473		90.11%		253,698		284,956		89.0%		485		0		-		-		-		-		-		24

		2019/01		11,696,125		41,638,205		0		-		46,666,141		89.23%		86,060		99,389		86.6%		484		0		-		-		-		-		-

		2019/02		10,642,945		38,314,601		0		-		42,171,387		90.85%		78,347		86,202		90.9%		489		0		-		-		-		-		-

		2019/03		12,096,285		43,183,736		0		-		47,808,945		90.33%		89,291		99,365		89.9%		484		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						1,710,230										3,524						485

						1,710

		カンボジア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		212,624		23,661,393		0		-		19,685,795		120.20%		44,272		47,403		93.4%		534		0		-		-		-		-		-		1

		2019/01		70,102		7,708,390		0		-		6,646,907		115.97%		14,847		15,975		92.9%		519		0		-		-		-		-		-

		2019/02		67,257		7,524,062		0		-		6,105,202		123.24%		14,023		14,947		93.8%		537		0		-		-		-		-		-

		2019/03		75,265		8,428,942		0		-		6,933,686		121.57%		15,402		16,481		93.5%		547		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						7,887,131										14,757						534

						7,887



		フィリピン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		63,548,033		143,724,744		0		-		52,754,174		272.44%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-		4

		2019/01		20,170,105		45,181,036		0		-		11,837,618		381.67%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/02		12,739,773		29,301,477		0		-		13,061,748		224.33%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/03		30,638,155		69,242,230		0		-		27,854,807		248.58%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/04														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/05														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/06														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/07														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/08														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/09														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/10														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/11														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/12														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

						11,977,062										0						ERROR:#DIV/0!

						11,977



				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)				検算

				アメリカ (本土・ハワイ）		28,000		22,470		1,246				22,470		0				9364837.1399935

				韓国		5,294		5,626		941				5,626		0				16312.6546754795

				台湾		8,777		14,297		614				14,297		0

				カンボジア		7,887		14,757		534				14,757		0

				ロシア（持分）		0		0		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				中国（持分）		4,726		6,628		713				6,628		0

				タイ（持分）		1,710		3,524		485				3,524		0



				日本		9,813		17,685		555				17,681		4



				Overseas Marugame Seimen brand　Basic information						(Monthly data per store)

						Sales
 (1,000 yen)		# of Guests
 (person)		Sales per Guest
 (yen)

				USA		28,000		22,470		1,246

				South Korea		5,294		5,626		941

				Taiwan (ROC)		8,777		14,297		614

				Cambodia		7,887		14,757		534

				China(PRC) <JV>		4,726		6,628		713

				Thailand <JV>		1,710		3,524		485



				Japan		9,813		17,685		555

				過去データ

				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)

				アメリカ		26,129		27,025		967

				韓国		5,290		7,119		743

				台湾		11,937		22,143		539

				ロシア（持分）		7,198		9,602		750

				中国（持分）		7,092		11,545		614

				タイ（持分）		2,457		4,910		500



				日本		9,000		16,393		548







				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)

				アメリカ		31,554		31,756		994

				韓国		6,005		7,465		804

				台湾		16,033		24,226		662

				ロシア（持分）		7,736		10,644		727

				中国（持分）		8,479		12,302		689

				タイ（持分）		3,160		5,895		536



				日本		8,836		16,213		545









株主還元

				配当の推移

						2012年3月期		2014年
3月期		2015年
3月期		2016年
3月期		2017年
3月期		2018年
3月期		2019年
3月期		2020年
3月期
(予想) ヨソウ

				1株当たりの
年間配当額 ア		15円50銭		8円00銭		10円00銭		24円00銭		26円00銭		26円50銭		1円50銭		12円50銭

				配当性向		19.90%		37.00%		20.50%		19.90%		20.00%		24.68%		24.10%		20.56%



																										株主優待の内容

																										保有株式数		優待内容		継続保有優遇 ケイゾク ホユウ ユウグウ

																										実施回数 ジッシ カイスウ		年2回 ネン カイ		左記に追加 サキ ツイカ		年2回 ネン カイ

																										100株以上～200株未満		4,000円相当の割引券 ワリビキケン				ー

																										200株以上～500株未満		4,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン

																										500株以上～1,000株未満		10,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン

																										1,000株以上		15,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン



				Changes in Dividends

						Year ended March 31, 2012		Year ended March 31, 2014		Year ended March 31, 2015		Year ended March 31, 2016		Year ended March 31, 2017		Year ended March 31, 2018		Year ended March 31, 2019		Year ended March 31, 2020
(estimated)

				Annual dividend per share		15.50yen		8.00yen		10.00yen		24.00yen		26.00yen		26.50yen		1.50yen		12.50yen																Annual dividend per share

				Dividend payout ratio		19.90%		37.00%		20.50%		19.90%		20.00%		20.00%		24.10%		20.56%																Dividend payout ratio



																										Shareholder incentives

																										Number of shares		Incentive		Preferential treatment for continuous holding

																										The number of times		Twice a year		Twice a year						Shareholder incentives

																										100 - 200		4,000 yen value coupon 		Add to left		-				Shareholder incentives

																										200 - 500		4,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 

																										500 - 1,000		10,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 

																										1,000+  		15,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 





丸亀製麺　既存店

																																				Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar

						2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		2018年
3月期 ネン ガツキ		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		10月																												2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月 ガツ		2月		3月		4月 ガツ		5月 ガツ		6月

						FY 2015		FY 2016		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep						FY 2015		FY 2016		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun

						FY 2015		FY 2016		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		FY 2017 		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月						FY 2015		FY 2016		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar

				Net Sales		106.7%		103.8%		104.8%		105.2%		107.0%		110.2%		104.2%		105.1%		100.6%		100.5%		107.6%		103.2%		103.1%		101.1%		104.4%		103.3%		94.4%		97.9%		96.3%		95.2%		92.2%		96.5%		101.8%		96.3%		97.6%		96.8%		99.6%		96.7%		110.1%		105.7%		103.0%		106.2%		111.3%						2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月

				# of guests - Head count		101.8%		103.0%		104.1%		102.5%		102.5%		104.2%		98.6%		101.4%		99.1%		98.6%		101.7%		99.7%		99.5%		98.2%		100.8%		97.6%		91.0%		95.2%		99.8%		97.5%		93.0%		93.9%		99.6%		96.1%		94.9%		96.6%		98.7%		99.0%		122.6%		106.6%		99.3%		104.1%		111.5%				売上 ウリアゲ		106.7%		103.8%		104.4%		103.3%		94.4%		97.9%		96.3%		95.2%		92.2%		96.5%		101.8%		96.3%								97%		110%		106%

				Sales per guest  - Average soend per head		106.7%		100.9%		100.7%		102.6%		104.4%		105.8%		105.7%		103.7%		101.5%		101.9%		105.8%		103.5%		103.7%		102.9%		103.5%		105.8%		103.8%		102.9%		96.5%		97.7%		99.1%		102.8%		102.2%		100.2%		102.9%		100.2%		100.9%		97.7%		89.8%		99.1%		103.7%		101.9%		99.9%				客数 キャクスウ		101.8%		103.0%		100.8%		97.6%		91.0%		95.2%		99.8%		97.5%		93.0%		93.9%		99.6%		96.1%								99%		123%		107%

																																				0%		1.30%		-1.42%		1.31%		2.16%		-3.53%		2.12%		1.36%		-1.32%						-2.1%		0.3%		-2.8%		-1.8%		1.7%		-1.2%		0.6%				客単価 キャクタンカ		106.7%		100.9%		103.5%		105.8%		103.8%		102.9%		96.5%		97.7%		99.1%		102.8%		102.2%		100.2%								98%		90%		99%

																																		売上 ウリアゲ																				97.6%		96.8%		97.4%		97.0%		107.3%		103.9%		104.7%		105.0%		111.9%

																																補正後 ホセイ ゴ		客数 キャクスウ		97.6%		92.3%		93.8%		101.1%		99.7%		89.5%		96.0%		101.0%		94.8%		94.9%		96.6%		96.6%		99.3%		119.8%		104.8%		101.0%		102.9%		112.1%

																																		客単価 キャクタンカ		105.8%		103.8%		102.9%		96.5%		97.7%		99.1%		102.8%		102.2%		100.2%		102.9%		100.2%		100.9%		97.7%		89.8%		99.1%		103.7%		101.9%		99.9%
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				Sales per guest  - Average soend per head																																																																						Sales per guest  - Average soend per head



				売上 ウリアゲ																																																																						売上 ウリアゲ

				客数 キャクスウ																																																																						客数 キャクスウ

				客単価 キャクタンカ																																																																						客単価 キャクタンカ



																																		CM		110.0%		110.4%		79.4%		125.7%		73.0%		93.0%



				売上 ウリアゲ																																																																						売上 ウリアゲ

				客数 キャクスウ																																																																						客数 キャクスウ

				客単価 キャクタンカ																																																																						客単価 キャクタンカ
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4月	5月	6月	7月	8月	9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	0.97599999999999998	0.92300000000000004	0.93779999999999997	1.0110999999999999	0.99659999999999993	0.89470000000000005	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1.0580000000000001	1.038	1.0289999999999999	0.96499999999999997	0.97699999999999998	0.99099999999999999	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	0.97599999999999998	0.92300000000000004	0.93779999999999997	1.0110999999999999	0.99659999999999993	0.89470000000000005	0.96020000000000005	1.0096000000000001	0.94779999999999998	0.94899059526460705	0.96625631312856342	0.96596933318853218	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1.0580000000000001	1.038	1.0289999999999999	0.96499999999999997	0.97699999999999998	0.99099999999999999	1.028	1.022	1.002	1.028875789193906	1.0017310931142946	1.0085696062261056	1.0409999999999999	1.0249999999999999	1.0249999999999999	1.042	0.98599999999999999	1.014	0.99099999999999999	0.98599999999999999	1.0169999999999999	0.997	0.995	0.98199999999999998	1.008	0.97599999999999998	0.91	0.95199999999999996	0.998	0.97499999999999998	0.93	0.93900000000000006	0.996	0.96099999999999997	0.94899059526460705	0.96625631312856342	0.98726933318853216	1.0069999999999999	1.026	1.044	1.0580000000000001	1.0569999999999999	1.0369999999999999	1.0149999999999999	1.0189999999999999	1.0580000000000001	1.0349999999999999	1.0369999999999999	1.0289999999999999	1.0349999999999999	1.0580000000000001	1.038	1.0289999999999999	0.96499999999999997	0.97699999999999998	0.99099999999999999	1.028	1.022	1.002	1.028875789193906	1.0017310931142946	1.0085696062261056	



1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	0.94899059526460705	0.96625631312856342	0.96596933318853218	0.99299999999999999	1.198	1.048	1.01	1.0289999999999999	1.121	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1.028875789193906	1.0017310931142946	1.0085696062261056	0.97699999999999998	0.89800000000000002	0.99099999999999999	1.0369999999999999	1.0189999999999999	0.999	







Sheet1

				FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018.2Q

				8,084,319		8,375,678		8,820,127		9,151,859		9,515,486		9,393,999

				8,084		8,376		8,820		9,152		9,515		9,394

												117.7%		112.2%

												1,431

				2013.04-2014.03		2014.04-2015.03		2015.04-2016.03		2016.04-2017.03		2017.04-2018.03		2018.04-2019.03

				2014年
3月期 ネン ガツキ		2015年
3月期 ネン ガツキ		2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		2019年
3月期3Q ネン ガツキ

				8,084,319		8,375,678		8,821,908		9,153,590		9,517,802		9290333.95227737

				8,084		8,376		8,822		9,154		9,518		9,290

												117.7%		114.9%

												1,433,483		1,206,015

				FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018.2Q

				2014年
3月期 ネン ガツキ		2015年
3月期 ネン ガツキ		2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		2019年
3月期3Q ネン ガツキ



2014年	
3月期	2015年	
3月期	2016年	
3月期	2017年	
3月期	2018年	
3月期	2019年	
3月期3Q	8084.3188461100035	8375.6776849462367	8821.9075525010794	9153.5900605864608	9517.8017006252685	9290.3339522773695	

IFRS16

				大きな変更点は、これまでのファイナンス・リースとオペレーティング・リースという分類がなくなり、あらゆるリースが資産計上されることだ。その結果、莫大な金額のリースが企業会計上に表面化することとなる。さらに、損益計算書上では、ほとんどのオペレーティング・リースの初期の影響が大きくなる。つまり、リースの初期費用が上がる。



				2019年の新基準適用以降、上場企業は2017年と18年の財務諸表にさかのぼって新基準適用を求められることとなる。非上場企業に関しても、同様に2018年と19年にさかのぼって適用となる。

				BS												ＰＬ

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				資産 シサン		○						○●				売上 ウリアゲ

				負債 フサイ		○						○●				販管費 ハ				●

																ＥＢＩＴＤＡ

				簿外 ボガイ				●								減価償却 ゲンカ ショウキャク		○						○●

																営業利益 エイギョウ リエキ

																財務費用 ザイム ヒヨウ		○						○●

																税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ





Sheet2

																								（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS（2019/4/1）※												ＰＬ(2019/4/1～2020/3/31)※

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								84,530				売上 ウリアゲ

				リース資産 シサン		5,658										販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン				15,443

				リース負債 フサイ		3,536						82,407				ＥＢＩＴＤＡ

																減価償却 ゲンカ ショウキャク		○						14,584

				簿外 ボガイ				●								営業利益 エイギョウ リエキ

																財務費用 ザイム ヒヨウ		○						498

																税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ



				BS（新規計上額）※ シンキ ケイジョウ ガク

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								78,872

				リース資産 シサン		○

				リース負債 フサイ		○						78,872



				簿外 ボガイ				●

				※IFRS16影響額に関しましては、将来期間の為替レートが不明、減損が未確定、社宅データが最新のものではないなど、

				数値の変動要素はありますので、その点はご留意ください。





Sheet3

																								（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS（2019/4/1）												ＰＬ(2019/4/1～2020/3/31)

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								84,530				売上 ウリアゲ

				リース資産 シサン		5,658										販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン				15,443

				リース負債 フサイ		3,536						82,407				ＥＢＩＴＤＡ

																減価償却 ゲンカ ショウキャク								14,584

				BS（新規計上額） シンキ ケイジョウ ガク												営業利益 エイギョウ リエキ

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン				財務費用 ザイム ヒヨウ								498

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース				税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ

				使用権資産 シヨウケン シサン								78,872

				リース資産 シサン

				リース負債 フサイ								78,872

				※IFRS16影響額に関しましては、将来期間の為替レートが不明、減損が未確定、社宅データが最新のものではないなど、

				数値の変動要素はありますので、その点はご留意ください。





Sheet6

																				（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS期首影響額 キシュ エイキョウガク										ＰＬ影響額(2019/4/1～2019/6/30) エイキョウガク

						旧会計基準(2019/3/31現在) キュウ カイケイ キジュン ゲンザイ		新基準により
追加的に認識(2019/4/1現在) シン キジュン ツイカテキ ニンシキ ゲンザイ		合計 ゴウケイ						旧会計基準 キュウ		IFRS16
影響額 エイキョウガク		新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース

				使用権資産 シヨウケン シサン				78,094		78,094				売上 ウリアゲ		39,212		0		39,212

				有形リース資産(期末帳簿価額) ユウケイ シサン キマツ チョウボ カガク		2,364				2,364				販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン		4,555		-3,735		819

				リース負債 フサイ		3,536		79,928		83,464				ＥＢＩＴＤＡ		3,653		3,624		7,277

				利益剰余金の減少(税効果会計等考慮後) リエキ ジョウヨキン ゲンショウ ゼイ コウカ カイケイ トウ コウリョ ゴ				880		880				減価償却 ゲンカ ショウキャク		1,126		3,624		4,751

														営業利益 エイギョウ リエキ		1,940		111		2,051

														金融費用 キンユウ ヒヨウ		345		124		469

														税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ		1,382		-13		1,369
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						2019年
3月 ネン ガツ		2020年
3月 ネン ガツ		2021年
3月 ネン ガツ		2022年
3月 ネン ガツ								2026年
3月 ネン ガツ				2019年
3月 ネン ガツ		2020年
3月 ネン ガツ		2021年
3月 ネン ガツ		2022年
3月 ネン ガツ				2026年
3月 ネン ガツ
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Sheet7

				現状 ゲンジョウ												修正案 シュウセイ アン

						店舗数 テンポ スウ		売上（億円） ウリアゲ オク エン		売上（億円）
/店 ウリアゲ オク エン テン		月商（万円）
/店 ゲツ ショウ マン エン テン						店舗数 テンポ スウ		売上（億円） ウリアゲ オク エン		売上（億円）
/店 ウリアゲ オク エン テン		月商（万円）
/店 ゲツ ショウ マン エン テン

				北米 ホクベイ		1,000		1,000		1.0		833				北米 ホクベイ		1,000		1,000		1.0		833

				中南米 チュウナンベイ		200		100		0.5		417				中南米 チュウナンベイ		200		150		0.8		625

				欧州(+中東） オウシュウ チュウトウ		500		50		0.1		83		⇒		欧州(+中東） オウシュウ チュウトウ		500		350		0.7		583

				アジア		2,300		1,350		0.6		489				アジア		2,000		1,250		0.6		521

				日本 ニホン		2,000		2,500		1.3		1,042				日本 ニホン		2,000		2,000		1.0		833

																　TDJ以外 イガイ		300		250		0.8		694

						6,000		5,000		0.8		694						6,000		5,000		0.8		694
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実績 売上比 修正計画 売上比 当初計画 売上比 差異 連結 売上比

売上収益 2,595 100.0% 3,230 100.0% 3,041 100.0% 189 5,825 100.0%

セグメント利益 116 4.5% 37 1.2% △ 16 - 53 153 2.6%

カフェ事業セグメント
上半期 下半期 通期

実績 売上比 修正計画 売上比 当初計画 売上比 差異 連結 売上比

売上収益 49,183 100.0% 48,697 100.0% 46,905 100.0% 1,792 97,880 100.0%

セグメント利益 7,832 15.9% 6,576 13.5% 6,182 13.2% 394 14,408 14.7%

丸亀製麺セグメント
上半期 下半期 通期

2020年3月期業績予想 下半期見直し

（単位：百万円）

22

2020年3月期業績予想 下半期見直し（丸亀製麺、カフェ事業、海外事業）

既存店前提 上半期および足元の状況を鑑み100.5%から103%に修正
セグメント利益は、売上の修正に伴い見直し

（単位：百万円）

実績 売上比 修正計画 売上比 当初計画 売上比 差異 連結 売上比

売上収益 16,720 100.0% 16,574 100.0% 16,518 100.0% 56 33,294 100.0%

セグメント利益 2,352 14.1% 1,909 11.5% 1,900 11.5% 9 4,261 12.8%

海外事業セグメント
上半期 下半期 通期

（単位：百万円）


2Q



				連結PL (IFRS) レンケツ

						第2四半期 ダイ シハンキ						計画 ケイカク								前年同期 マエ ネン ドウキ キ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネンヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		80,017		100.0%		111.2%		77,748		100.0%		102.9%				71,981		100.0%

				事業利益 ジギョウ リエキ		5,840		7.3%		132.9%		3,651		4.7%		160.0%				4,393		6.1%

				EBITDA		15,499		19.4%		231.2%		13,793		17.7%		112.4%				6,705		9.3%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		15,560		19.4%		226.4%		14,093		18.1%		110.4%				6,872		9.5%

				営業利益 エイギョウ リエキ		5,084		6.4%		123.3%		3,359		4.3%		151.4%				4,122		5.7%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		4,100		5.1%		99.3%		3,073		4.0%		133.4%				4,128		5.7%

				四半期利益 シハンキ リエキ		2,601		3.3%		89.0%		2,009		2.6%		129.5%				2,923		4.1%				←値張り注意 アタイ バ チュウイ

				親会社の所有者に帰属する四半期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク シハンキ キ リエキ		2,569		3.2%		87.1%		1,948		2.5%		131.9%				2,948		4.1%



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		108.5%		47,039		100.0%		104.6%				45,346		100.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%				←　自動リンク ジドウ







				Consolidated PL (IFRS)																												Planned（計画した・された）　

						2Q FY 2019 						2Q FY 2019 (forecast) 								Previous period												一語だけでは違和感がありますがいかがでしょうか

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 				Amount		% to Revenue

				Revenue		80,017		100.0%		111.2%		77,748		100.0%		102.9%				71,981		100.0%										上期計画　H1 2018 (forecast) 

				Contribution margin		5,840		7.3%		132.9%		3,651		5%		160.0%				4,393		6.1%

				EBITDA		15,499		19.4%		231.2%		13,793		18%		112.4%				6,705		9.3%

				Adjusted EBITDA		15,560		19.4%		226.4%		14,093		18.1%		110.4%				6,872		9.5%										売上費　% to Sales 

				Operating profit		5,084		6.4%		123.3%		3,359		4.3%		151.4%				4,122		5.7%

				Profit before tax		4,100		5.1%		99.3%		3,073		4.0%		133.4%				4,128		5.7%										計画比 % to Plan 

				Profit for the year		2,601		3.3%		89.0%		2,009		2.6%		129.5%				2,923		4.1%

				Profit for the year attributable to owners of the parents		2,569		3.2%		87.1%		1,948		2.5%		131.9%				2,948		4.1%										前年比 YoY



				Marugameseimen segment																												英語では、表記の統一が重要になります。

				Revenue		49,183		100%		108.5%		47,039		100%		104.6%				45,346		100%										Pnanned(FY2018 2Q)

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%										 (2Q 2018) と期が前に来ます。

				Overseas segment																												カッコの前後には半角スペースが必要です。

				Revenue		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%





















4Q1



				連結PL (IFRS) レンケツ

						当期 トウキ										計画 ケイカク								前期 ゼンキ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		進捗率 シンチョク リツ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネンヒ				※値張りがあるので、計算式をチェック アタイ バ ケイサン シキ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		116,504		100.0%		49,660		100.0%		114.5%		112,233		100.0%		103.8%				101,779		100.0%		114.5%

				EBITDA		11,745		10.1%		-		-		-		-		-		-				12,167		12.0%		96.5%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		12,362		10.6%		-		-		96%		14,057		12.5%		87.9%				12,934		12.7%		95.6%

				営業利益 エイギョウ リエキ		7,635		6.6%		4,490		9.0%		88.6%		8,851		7.9%		86.3%				8,619		8.5%		88.6%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		7,175		6.2%		4,380		8.8%		84.8%		8,993		8.0%		79.8%				8,466		8.3%		84.8%

				当期利益 トウキ リエキ		4,663		4.0%		2,800		5.6%		83.5%		5,968		5.3%		78.1%				5,585		5.5%		83.5%				78.1%		※値張り アタイ バ

				親会社の所有者に帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウ キ リエキ		4,665		4.0%		2,810		5.7%		82.8%		5,970		5.3%		78.1%				5,631		5.5%		82.8%				78.1%		※値張り アタイ バ



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		49,660		100.0%		57.5%		89,306		100.0%		55.1%				85,598		100.0%		57.5%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		7,832		6.7%		-		-		-		14,913		-		-				13,674		13.4%		57.3%				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		49,660		100.0%		287.0%		6,876		100.0%		243.2%				5,826		100.0%		287.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		2,352		2.0%		-		-		-		366		-		-				363		0.4%		647.9%				←　自動リンク ジドウ

										　







				Consolidated PL (IFRS)

						FY 2017										FY 2017 Plan								Previous period

						Amount		Ratio to
Revenue		Planned		Ratio to
Revenue		Ratio to
Plannede		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Planned				Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		116,504		100.0%		49,660		100.0%		114.5%		112,233		100.0%		103.8%		0		101,779		100.0%		114.5%

				EBITDA		11,745		10.1%		-		-		-		-		-		-		0		12,167		12.0%		96.5%

				Adjusted EBITDA		12,362		10.6%		-		-		96%		14,057		12.5%		87.9%		0		12,934		12.7%		95.6%

				Operating profit		7,635		6.6%		4,490		9.0%		88.6%		8,851		7.9%		86.3%		0		8,619		8.5%		88.6%

				Profit before tax		7,175		6.2%		4,380		8.8%		84.8%		8,993		8.0%		79.8%		0		8,466		8.3%		84.8%

				Profit for the year		4,663		4.0%		2,800		5.6%		83.5%		5,968		5.3%		78.1%		0		5,585		5.5%		83.5%

				Profit for the year attributable to owners of the parents		4,665		4.0%		2,810		5.7%		82.8%		5,970		5.3%		78.1%		0		5,631		5.5%		82.8%

				Marugameseimen segment

				Revenue		49,183		100.0%		49,660		100.0%		57.5%		89,306		100.0%		55.1%		0		85,598		100.0%		57.5%

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		6.7%		-		-		-		14,913		-		-		0		13,674		13.4%		57.3%

				Overseas segment

				Revenue		16,720		100.0%		49,660		100.0%		287.0%		6,876		100.0%		243.2%		0		5,826		100.0%		287.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		2,352		2.0%		-		-		-		366		-		-		0		363		0.4%		647.9%





4Q



				連結PL (IFRS) レンケツ

						当期 トウキ						計画 ケイカク								前期 マエ ドウキ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		145,022		100.0%		124.5%		144,673		100.0%		100.2%				116,504		100.0%		124.5%

				EBITDA		8,671		6.0%		73.8%		-		-		-				11,745		10.1%		73.8%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		12,402		8.6%		100.3%		-		-		-				12,362		10.6%		100.3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		2,302		1.6%		30.2%		4,710		3.3%		48.9%				7,635		6.6%		30.2%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		1,337		0.9%		18.6%		4,219		2.9%		31.7%				7,175		6.2%		18.6%

				当期利益 トウキ リエキ		221		0.2%		4.7%		3,017		2.1%		7.3%				4,663		4.0%		4.7%				←値張り注意 アタイ バ チュウイ

				親会社の所有者に帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウ キ リエキ		267		0.2%		5.7%		3,105		2.1%		8.6%				4,665		4.0%		5.7%



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		108.5%		47,039		100.0%		104.6%				45,346		100.0%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%		0.0%				←　自動リンク ジドウ







				Consolidated PL (IFRS)																														Planned（計画した・された）　

						FY 2019 						Full -year forecast								FY 2018														一語だけでは違和感がありますがいかがでしょうか

						Millions of yen		Ratio to revenue		YoY change		Millions of yen		Ratio to revenue		Ratio to budget				Millions of yen		Ratio to revenue		YoY change

				Revenue		145,022		100.0%		124.5%		144,673		100.0%		100.2%				116,504		100.0%		124.5%										上期計画　H1 2018 (forecast) 

				EBITDA		8,671		6.0%		73.8%		-		-		-				11,745		10.1%		73.8%

				Adjusted EBITDA		12,402		8.6%		100.3%		-		-		-				12,362		10.6%		100.3%										売上費　% to Sales 

				Operating profit		2,302		1.6%		30.2%		4,710		3.3%		48.9%				7,635		6.6%		30.2%

				Profit before tax		1,337		0.9%		18.6%		4,219		2.9%		31.7%				7,175		6.2%		18.6%										計画比 % to Plan 

				Profit for the year		221		0.2%		4.7%		3,017		2.1%		7.3%				4,663		4.0%		4.7%

				Profit for the year attributable to owners of the parents		267		0.2%		5.7%		3,105		2.1%		8.6%				4,665		4.0%		5.7%										前年比 YoY



				Marugameseimen segment																														英語では、表記の統一が重要になります。

				Revenue		49,183		100%		108.5%		47,039		100%		104.6%				45,346		100%		0.0%										Pnanned(FY2018 2Q)

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%		0.0%										 (2Q 2018) と期が前に来ます。

				Overseas segment																														カッコの前後には半角スペースが必要です。

				Revenue		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%		0.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%		0.0%





















丸亀PL



				※項目　丸亀製麺を更新すれば他のセグメントもリンク コウモク マ コウシン タ																																																				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期 ダイ シハンキ						計画 ケイカク										前年同期 ゼンネン ドウキ																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキ ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキ ヒ																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		108.5%		47,039		100.0%		104.6%		104.6%				45,346		100.0%		108.5%																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%		117.8%				6,595		14.5%		118.8%		1,237																												税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Marugameseimen segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		49,183		100%		108.5%		47,039		100%		104.6%		104.6%				45,346		100%		108.5%										19,324		-		254.5%

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%		117.8%				6,595		14.5%		118.8%										14,576		75.4%		53.7%























とん一PL



																																																								その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				豚屋とん一セグメントPL  ブタ ヤ イチ																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期						計画										前年同期																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		1,827		100.0%		95.5%		1,940		100.0%		94.2%		94.2%				1,914		100.0%		95.5%																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ		55		3.0%		-		29		1.5%		188.2%		-				△ 12		-		-458.3%		67																												税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Butaya tonichi segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		1,827		100.0%		95.5%		1,940		100.0%		94.2%		94.2%				1,914		100.0%		95.5%										19,324		-		9.5%

				Operating profit of Butaya tonichi segment		55		3.0%		-		29		1.5%		2		-				△ 12		-		-458.3%										14,576		75.4%		0.4%























カフェPL



																																																								その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				カフェセグメントPL 																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期						計画										前年同期																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		2,595		100.0%		149.0%		2,278		100.0%		113.9%		113.9%				1,742		100.0%		149.0%																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ		116		4.5%		168.1%		94		4.1%		123.4%		-				69		4.0%		168.1%																														税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Butaya tonichi segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		2,595		100.0%		149.0%		2,278		100.0%		113.9%		113.9%				1,742		100.0%		149.0%										19,324		-		13.4%

				Operating profit of Butaya tonichi segment		116		4.5%		168.1%		94		4.1%		1		-				69		4.0%		168.1%										14,576		75.4%		0.8%























海外ＰＬ

				海外事業セグメントＰＬ カイガイ ジギョウ

						第2四半期						計画										前年同期

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%		102.0%				14,906		100.0%		112.2%

				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%		124.5%				1,695		11.4%		138.8%		657







				Overseas segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%		102.0%				14,906		100.0%		112.2%

				Operating profit of Overseas segment		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%		124.5%				1,695		11.4%		138.8%

















店舗数



								2019年
3月末 ネン ガツ マツ		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								出店		退店		2019年
9月末 ネン ガツ マツ

										1Q		2Q		3Q		4Q

				国内 コクナイ				1,103		7		0		-2		-4		36		16		1,123

						内、丸亀製麺 ウチ		817		7				-2		-4		11		4		824

				海外 カイガイ				575		-1				1		1		61		34		602

				合 計 ゴウ ケイ				1,678		6		0		-1		-3		97		50		1,725





								2019
Mar		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								Open		Close		2019
June

										1Q		2Q		3Q		4Q

				Domestic				1,103		7		0		(2)		(4)		36		16		1,123

						Marugame Seimen		817		7		0		(2)		(4)		11		4		824

				Overseas				575		(1)		0		1		1		61		34		602

				Total				1,678		6		0		(1)		(3)		97		50		1,725



















国内店舗数

				国内 コクナイ

				運営業態 ウンエイ ギョウタイ						2019年
3月末 ネン ガツ マツ		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								累計 ルイケイ				2019年
9月末 ネン ガツ マツ

												1Q		2Q		3Q		4Q		出店 シュッテン		退店 タイ テン

				丸亀製麺（うどん） マルガメ セイメン						817		5		1		2		-3		11		4		824

						RS				637		7				-2		-4		5		3		639

						SC				180		-2		1		4		1		6		1		185

				とりどーる（焼き鳥） ヤ トリ						15		-1		-1						0		2		13

				豚屋とん一等（豚カツ・トンテキ） ブタ ヤ イチ トウ トン						53										1		0		54

				丸醤屋（ラーメン） マル ジャン ヤ						11								-1		0		1		10

				長田本庄軒（焼きそば） ナ ヤ						10										2		0		12

				コナズ珈琲等（カフェ） コーヒー トウ						29										4		0		33

				天ぷらまきの（天ぷら定食） テン テン テイショク						11										5		0		16

				晩杯屋（立ち飲み） ※1 バン ハイ ヤ タ ノ						49										0		4		45

				ずんどう屋（ラーメン） ヤ						45										3		0		48

				その他 タ						63		-1				1		1		10		5		68				出店 シュッテン		ヤマキ 7、鳥八代 １、いぶき １、福はうち １ トリ ハチダイ フク

				合 計 ゴウ ケイ						1,103		3		0		3		-3		36		16		1,123				退店 タイテン		Collective 2、麺屋どおり １、ヤマキ ２、 メン ヤ









				Domestic

				Brands						Mar
2019		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								During period				Sep
2019								Roadside locations "roadside"は一語です。

												1Q		2Q		3Q		4Q		Open		Close

				Marugame Seimen (Udon)						817		5		1		2		-3		11		4		824								Mall locations/Shopping center locaitons

						Roadside locations				637		7		0		-2		-4		5		3		639

						Shopping center locaitons				180		-2		1		4		1		6		1		185								ショッピングセンターは固有名詞ではないので

				Toridoll (Yakitori)						15		-1		-1		0		0		0		2		13								最初だけ大文字です。

				Butaya Tonichi （Tonkatsu,tonteki）						53		0		0		0		0		1		0		54								とんいちの表記の揺らぎを統一する必要があります

				Marushoya (Ramen)						11		0		0		0		-1		0		1		10

				Nagatahonjoken (Yakisoba)						10		0		0		0		0		2		0		12

				Kona's CoffeeRoasted（Cafe）						29		0		0		0		0		4		0		33

				Makino（Tenpura）						11		0		0		0		0		5		0		16

				Banpaiya (Standing Bar)						49		0		0		0		0		0		4		45

				Zundoya (Ramen)						45		0		0		0		0		3		0		48

				Others						63		-1		0		1		1		10		5		68

				Total						1,103		3		0		3		-3		36		16		1,123























海外店舗数

						海外 カイガイ

						業態 ギョウタイ		運営形態 ウンエイ ケイタイ		持分
比率 モチブン ヒリツ		エリア		直営 チョクエイ								FC								総合計 ソウ ゴウケイ

														2019年 ネン		通期累計 ツウキ ルイ ケイ				2019年 ネン		2019年 ネン		通期累計 ツウキ ルイ ケイ				2019年 ネン

														3月末 ガツ マツ		出店 シュッテン		退店 シリゾ ミセ		9月末 ガツ マツ		3月末 ガツ マツ		出店 シュッテン		退店 シリゾ ミセ		9月末 ガツ マツ

						丸亀製麺 マルガメ セイメン		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		6		2		0		8		0		0		0		0		8

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		韓国 カンコク		6		0		-1		5		4		0		0		4		9

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		90%		台湾 タイワン		30		1		0		31		0		0		0		0		31

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		65%		カンボジア		2		0		-1		1		0		2		0		2		3

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		タイ		19		0		0		19		0		0		0		0		19

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		37%		中国 チュウゴク		76		9		-10		75		5		0		0		5		80		(丸亀製麺等） マルガメ セイメン トウ

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		33%		シンガポール		3		0		0		3		0		0		0		0		3

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		インドネシア		0		0		0		0		51		7		-1		57		57

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		ベトナム		0		0		0		0		10		0		0		10		10

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		オーストラリア		0		0		0		0		2		2		0		4		4

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		フィリピン		0		0		0		0		4		3		0		7		7

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		ロシア		0		0		0		0		6		1		0		7		7		⇒　次回より「ロイヤリティ収入」に変更 ジカイ シュウニュウ ヘンコウ

						譚仔雲南米線		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		中国(香港） チュウゴク ホンコン		53		2		0		55		0		0		0		0		55

						譚仔三哥米線		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		中国(香港） チュウゴク		54		4		0		58		0		0		0		0		58

						MONSTER CURRY		連結子会社 レンケツ コガイシャ		70%		シンガポール		13		0		0		13		0		0		0		0		13

						Wok to Walk		連結子会社 レンケツ コガイシャ		60%		欧州等 オウシュウ トウ		2		0		-2		0		101		11		-6		106		106		←将来的にはエリア別記載とChill Chillの分離を検討 ショウライテキ ベツ キサイ ブンリ ケントウ

						Boat Noodle等 トウ		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		49%		マレーシア等 トウ		65		3		-10		58		6		3		0		9		67		←ＦＣ：インドネシア、ブルネイ、シンガポール

						Boat Noodle		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		ミャンマー		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Shoryu（昇龍） ショウリュウ		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		39%		イギリス		11		0		0		11		0		0		0		0		11

						Poke		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		アメリカ等 トウ		32		0		-1		31		7		11		0		18		49

						とん一 イチ		連結子会社 レンケツ コガイシャ		90%		台湾 タイワン		4		0		-2		2		0		0		0		0		2

						Tokyo Table		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		1		0		0		1		0		0		0		0		1		←Saly Papa含む フク

						Crackin' Kitchen等 トウ		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						合　計 ア ケイ								379		21		-27		373		196		40		-7		229		602



						Overseas

						Brands		Units		Shareholding ratio		Area		 Own stores								FC								Total										3Q FY2017

														2019		FY2019				2019		2019		FY2019				2019												Open　Openings

														Mar		Openings		Closures		Sep		Mar		Openings		Closures		Sep												Close　Closures

						Marugame Seimen		Subsidiaries		100%		USA		6		2		0		8		0		0		0		0		8										Direct operation → Own stores

								Subsidiaries		100%		Korea		6		0		-1		5		4		0		0		4		9										Investment ratio → Shareholding ratio

								Subsidiaries		90%		Taiwan		30		1		0		31		0		0		0		0		31										Operation form → Units

								Subsidiaries		65%		Cambodia		2		0		-1		1		0		2		0		2		3										JVs → Joint ventures

								JVs		40%		Thailand		19		0		0		19		0		0		0		0		19

								JVs		37%		China		76		9		-10		75		5		0		0		5		80		(丸亀製麺等） マルガメ セイメン トウ								Zundouya は海外では　Zund　でしょうか

								JVs		33%		Singapore		3		0		0		3		0		0		0		0		3										また雲南ヌードルの社名も英語にしてください

								FCs		-		Indonesia		0		0		0		0		51		7		-1		57		57										Tam Jai Yunnan Mixian  

								FCs		-		Vietnam		0		0		0		0		10		0		0		10		10										Tam Jai Sam Gor Mixian

								FCs		-		Australia		0		0		0		0		2		2		0		4		4

								FCs		-		Philippines		0		0		0		0		4		3		0		7		7

								FCs		-		Russia		0		0		0		0		6		1		0		7		7										FCS → Franchise stores

						Tam Jai Yunnan Mixian  		Subsidiaries		100%		China		53		2		0		55		0		0		0		0		55

						Tam Jai Sam Gor Mixian		Subsidiaries		100%		China		54		4		0		58		0		0		0		0		58

						MONSTER CURRY		Subsidiaries		70%		Singapore		13		0		0		13		0		0		0		0		13

						Wok to Walk		Subsidiaries		60%		Europe, etc		2		0		-2		0		101		11		-6		106		106

						Boat Noodle, etc		JVs		49%		Malaysia, etc		65		3		-10		58		6		3		0		9		67		←将来的にはエリア別記載とChill Chillの分離を検討 ショウライテキ ベツ キサイ ブンリ ケントウ

						Boat Noodle		JVs		40%		Myanmar		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Shoryu		JVs		39%		UK		11		0		0		11		0		0		0		0		11

						Poke		JVs				USA, etc		32		0		-1		31		7		11		0		18		49

						Ton-ichi		Subsidiaries		90%		Taiwan		4		0		-2		2		0		0		0		0		2

						Tokyo Table		Subsidiaries		100%		USA		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Crackin' Kitchen		Subsidiaries		100%		USA		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Total								379		21		-27		373		196		40		-7		229		602







販管費

						↓　値張り アタイ バ																				Dec
2016		Increase of COGS ratio		Increase of labor cost ratio		Decrease of utitily cost ratio		Increase of Advertising cost ratio		Decrease of other cost ratio		Dec
2017						Outsourced expenses cost ratio

				IFRS																				A		0.0%		6.1%		5.2%		5.2%		5.37%		5.373%		0.0%						4.68%

						当期 トウ キ		前期 ゼン キ		当期 トウ キ		前期 ゼン キ												B		6.6%		0.5%		1.0%		0.3%		0.1%		0.1%		5.5%						0.7%

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		84,611,870,484		76,410,732,534		100.0%		100.0%								6.63%								7.1%		6.2%		5.5%		5.60%		5.47%								6.29%

				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		22,114,638,095		19,597,952,094		26.1%		25.6%		0.49%		0.5%				0.49%																		-0.003%

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		62,497,232,389		56,812,780,440		73.9%		74.4%		-0.49%		-0.5%				0.95%						12.63%												11.38%

				人件費 ジンケンヒ		25,998,829,075		22,750,669,742		30.7%		29.8%		0.95%		1.0%				-0.30%

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		5,600,694,221		5,285,510,882		6.6%		6.9%		-0.30%		-0.3%				0.11%

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		3,008,620,794		2,630,257,849		3.6%		3.4%		0.11%		0.2%				0.30%

				外部委託費 ガイブ イタク ヒ		1,204,491,635		556,939,561		1.4%		0.7%		0.69%		0.9%

				減価償却 ゲンカ ショウキャク		2,822,536,290		2,630,600,253		3.3%		3.4%		-0.11%		0.1%

				非経常的費用項目 ヒ ケイジョウ テキ ヒヨウ コウモク						0.0%		0.0%		0.00%		0.0%

				その他経費 タ ケイヒ		20,280,276,639		18,621,209,302		24.0%		24.4%		-0.40%		-0.4%

				販管費合計 ハンカンヒ ゴウケイ		56,092,912,364		49,844,587,336		66.3%		65.2%		1.06%		1.1%

				減損損失 ゲンソン ソンシツ		197,019,359		174,192,361		0.2%		0.2%		0.00%		0.0%

				その他の営業収益		209,974,802		373,096,998		0.2%		0.5%		-0.24%		-0.2%

				その他の営業費用		290,358,876		182,532,680		0.3%		0.2%		0.10%		0.1%

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,126,916,592		6,984,565,061		7.2%		9.1%		-1.90%		-1.9%

				金融収益		214,537,303		158,888,535		0.3%		0.2%		0.05%		0.0%

				金融費用		204,615,613		209,755,449		0.2%		0.3%		-0.03%		-0.0%

				持分法による投資損益		(45,923,735)		32,780,539		-0.1%		0.0%		-0.10%		-0.1%

				税引前利益-IFRS		6,090,914,547		6,966,478,686		7.2%		9.1%		-1.92%		-1.9%



				EBITDA		9,029,836,956		9,424,600,996		10.7%		12.3%		-1.66%		-1.7%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		9,625,721,108		9,650,528,423		11.4%		12.6%		-1.25%		0.1%





				※アウトラインの資料は＋－がややこしいので、アウトラインと違う資料をもらうこと！ シリョウ チガ シリョウ



						当期 トウ キ				前期 ゼン キ

				売上収益-IFRS		84,611,870,484				76,410,732,534

				売上原価-IFRS		22,114,638,095		26.1%		19,597,952,094		25.6%		0.5%

				売上総利益-IFRS		62,497,232,389		73.9%		56,812,780,440		74.4%		-0.5%

				役員報酬		108,250,002		0.1%		96,300,000		0.1%		0.0%

				従業員給与手当		4,251,910,385		5.0%		3,264,218,911		4.3%		0.8%

				従業員賞与		294,363,696		0.3%		347,556,450		0.5%		-0.1%

				従業員賞与引当金繰入額		263,711,252		0.3%		178,669,616		0.2%		0.1%

				アルバイト料		18,107,580,347		21.4%		16,321,483,339		21.4%		0.0%

				法定福利費		1,892,859,523		2.2%		1,521,885,102		2.0%		0.2%

				厚生費		273,222,179		0.3%		236,219,611		0.3%		0.0%

				退職給付費用		149,941,697		0.2%		133,743,809		0.2%		0.0%

				研修費		91,559,816		0.1%		53,362,661		0.1%		0.0%

				株式報酬費用		54,682,240		0.1%		61,835,720		0.1%		-0.0%

						25,998,829,075		30.7%		22,750,669,742		29.8%		1.0%

				減価償却費(販管)		2,822,536,290		3.3%		2,630,600,253		3.4%		-0.11%

				地代家賃		8,669,876,965		10.2%		7,984,604,610		10.4%		-0.20%

				電気料金		3,114,409,866		3.7%		2,811,307,132		3.7%		0.00%

				ガス料金		604,463,439		0.7%		521,485,071		0.7%		0.03%

				水道料金		1,861,837,616		2.2%		1,932,147,803		2.5%		-0.3%

						5,600,694,221		6.6%		5,285,510,882		6.9%		-0.3%

				備品消耗品費		1,536,121,739		1.8%		1,423,941,890		1.9%		-0.0%

				厨房備品食器費		616,137,407		0.7%		622,442,100		0.8%		-0.1%

				炭代		19,983,300		0.0%		20,570,876		0.0%		-0.0%

				被服費		310,825,129		0.4%		273,273,775		0.4%		0.0%

				開店時経費		250,779,337		0.3%		163,398,764		0.2%		0.1%

				定期メンテナンス費		476,580,650		0.6%		390,988,628		0.5%		0.1%

				保守点検料		2,054,919		0.0%		354,650		0.0%		0.0%

				警備料		595,671,384		0.7%		551,618,341		0.7%		-0.0%

				求人広告費		510,747,938		0.6%		535,394,523		0.7%		-0.1%

				支払手数料		657,366,431		0.8%		473,775,940		0.6%		0.2%

				荷造費		1,896		0.0%				0.0%		0.0%

				運搬費		964,386		0.0%				0.0%		0.0%

				リース・賃借料		26,867,764		0.0%		13,271,124		0.0%		0.0%

				外部委託費		1,204,491,635		1.4%		556,939,561		0.7%		0.7%												Dec
2016		Increase of COGS ratio		Increase of labor cost ratio		Decrease of utitily cost ratio		Increase of Advertising cost ratio		Decrease of other cost ratio		Dec
2017

				寄付金		15,017,016		0.0%		6,152,671		0.0%		0.0%												0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.00%		0.000%		0.0%

				衛生管理費		692,339,799		0.8%		609,215,331		0.8%		0.0%

				塵芥料		530,476,058		0.6%		504,529,603		0.7%		-0.0%												H29.3期
3Q キ		売上
原価率
の増加 ウリアゲ ゲンカ リツ ゾウカ		人件費率
の増加 ジンケンヒ リツ ゾウカ		水道
光熱費率
の減少 スイドウ コウネツヒ リツ ゲンショウ		広告宣伝費率
の増加 コウコク センデンヒ リツ ゾウカ		その他
経費率
の増加 タ ケイヒ リツ ゾウカ		H30.3期
3Q キ						外部委託費
の増加 ガイブ イタク ヒ ゾウカ

				お客様対応費		14,658,964		0.0%		13,904,231		0.0%		-0.0%

				商品開発費		48,854,784		0.1%		28,088,380		0.0%		0.0%

				業態開発費		7,795,434		0.0%		9,889,498		0.0%		-0.0%

				広告宣伝費		3,008,620,794		3.6%		2,630,257,849		3.4%		0.1%

				福利厚生費(販管)		1,296,795		0.0%				0.0%		0.0%

				接待交際費		85,773,510		0.1%		94,771,534		0.1%		-0.0%

				会議費		20,621,775		0.0%		13,479,002		0.0%		0.0%																悪化 アッカ		改善 カイゼン

				旅費交通費		641,341,918		0.8%		514,056,094		0.7%		0.1%														12.6%						12.6%

				通信費		406,286,357		0.5%		402,376,664		0.5%		-0.0%												原価 ゲンカ				0.5%				12.1%

				事業税等		4,283,742		0.0%				0.0%		0.0%												人件費 ジンケンヒ				1.0%				11.2%

				租税公課		383,083,463		0.5%		721,992,640		0.9%		-0.5%												水道光熱費 スイドウ コウネツヒ						0.3%		11.5%

				修繕費		1,010,202,596		1.2%		817,273,886		1.1%		0.1%												広告宣伝費 コウコク センデンヒ				0.1%				11.3%

				保険料		141,634,593		0.2%		117,153,401		0.2%		0.0%												外部委託費 ガイブ イタク ヒ				0.7%				10.6%

				貸倒引当金繰入額(販管)				0.0%		0		0.0%		0.0%																				10.6%

				のれん償却額				0.0%		0		0.0%		0.0%

				雑費		315,321,537		0.4%		240,056,292		0.3%		0.1%														11.4%						0.8%

				為替換算誤差		(4,495,999)		-0.0%		0		0.0%		-0.0%

				販売費及び一般管理費-IFRS		56,092,912,364		66.3%		49,844,587,336		65.2%		1.1%

				減損損失(特別)		197,019,359		0.2%		174,192,361		0.2%		0.0%

				減損損失-IFRS		197,019,359		0.2%		174,192,361		0.2%		0.0%

				受取協賛金		28,347,221		0.0%		7,182,014		0.0%		0.0%

				受取給付金				0.0%		18,631,066		0.0%		-0.0%

				受取保険金		8,389,093		0.0%		20,827,797		0.0%		-0.0%

				受取地代家賃		39,790,668		0.0%		29,405,074		0.0%		0.0%

				店舗閉鎖損失引当金戻入益		3,024,900		0.0%		42,842,250		0.1%		-0.1%

				その他の営業外収益		129,591,887		0.2%		103,524,768		0.1%		0.0%

				その他特別利益		831,033		0.0%		150,684,029		0.2%		-0.2%

				負ののれん償却額				0.0%		0		0.0%		0.0%

				その他の営業収益-IFRS		209,974,802		0.2%		373,096,998		0.5%		-0.2%

				固定資産除却損（営業外）		189,939,267		0.2%		63,302,783		0.1%		0.1%

				固定資産売却損(特別)		1,891,623		0.0%		5,436,180		0.0%		-0.0%

				固定資産除却損(特別)		15,054,213		0.0%		1,613,675		0.0%		0.0%

				その他の営業外費用		81,259,435		0.1%		30,858,047		0.0%		0.1%

				その他特別損失		2,214,338		0.0%		81,321,995		0.1%		-0.1%

				その他の営業費用-IFRS		290,358,876		0.3%		182,532,680		0.2%		0.1%

				営業利益-IFRS		6,126,916,592		7.2%		6,984,565,061		9.1%		-1.9%

				受取利息		111,269,374		0.1%		132,166,662		0.2%		-0.0%

				受取配当金		0		0.0%		1,082,988		0.0%		-0.0%

				為替差益		102,406,861		0.1%		25,243,762		0.0%		0.1%

				貸倒引当金戻入額		861,068		0.0%		395,123		0.0%		0.0%

				金融収益-IFRS		214,537,303		0.3%		158,888,535		0.2%		0.0%

				支払手数料（営業外）		176,301		0.0%				0.0%		0.0%

				支払利息及び割引料		204,439,312		0.2%		209,738,516		0.3%		-0.0%

				投資有証評価損(特別)				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替差損		0		0.0%		0		0.0%		0.0%

				貸倒引当金繰入額(営業外)				0.0%		16,933		0.0%		-0.0%

				金融費用-IFRS		204,615,613		0.2%		209,755,449		0.3%		-0.0%

				金融収益・費用純額-IFRS		9,921,690		0.0%		(50,866,914)		-0.1%		0.1%

				持分法による投資利益		0		0.0%		32,780,539		0.0%		-0.0%

				持分法による投資損失		45,923,735		0.1%		0		0.0%		0.1%

				持分法による投資損益-IFRS		(45,923,735)		-0.1%		32,780,539		0.0%		-0.1%

				税引前利益-IFRS		6,090,914,547		7.2%		6,966,478,686		9.1%		-1.9%

				法人税、住民税及び事業税		2,268,587,516		2.7%		2,404,932,387		3.1%		-0.5%

				法人税等調整額		(168,234,397)		-0.2%		(125,953,201)		-0.2%		-0.0%

				法人所得税費用-IFRS		2,100,353,119		2.5%		2,278,979,186		3.0%		-0.5%

				当期利益-IFRS		3,990,561,428		4.7%		4,687,499,500		6.1%		-1.4%

				少数株主損益		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				少数株主損益(控除)		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				当期利益(計)		3,976,600,697		4.7%		4,703,918,074		6.2%		-1.5%

				少数株主損益(加算)		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				少数株主損益調整前当期純利益2		3,990,561,428		4.7%		4,687,499,500		6.1%		-1.4%

				為替換算調整勘定-期首調整				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定-増減		(24,512,511)		-0.0%		(673,794,264)		-0.9%		0.9%

				為替換算調整勘定-組替調整額				0.0%		(8,967,051)		-0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定-換算調整		190,918,936		0.2%		(222,390,934)		-0.3%		0.5%

				為替換算調整勘定-税効果				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定		166,406,425		0.2%		(905,152,249)		-1.2%		1.4%

				在外営業活動体の換算差額-IFRS		166,406,425		0.2%		(905,152,249)		-1.2%		1.4%

				為替換算調整勘定-持分損益		60,941,835		0.1%		(655,780,616)		-0.9%		0.9%

				持分法適用会社に対する持分相当額		60,941,835		0.1%		(655,780,616)		-0.9%		0.9%

				その他の包括利益合計-IFRS		227,348,260		0.3%		(1,560,932,865)		-2.0%		2.3%

				包括利益-IFRS		4,217,909,688		5.0%		3,126,566,635		4.1%		0.9%

				親会社株主に係る包括利益		4,138,526,729		4.9%		3,251,408,331		4.3%		0.6%

				為替換算調整勘定-少持損益		65,422,228		0.1%		(108,423,122)		-0.1%		0.2%

				少数株主に係る包括利益		79,382,959		0.1%		(124,841,696)		-0.2%		0.3%

				資本剰余金期首残高		4,007,005,257		4.7%		3,946,667,082		5.2%		-0.4%

				資本剰余金期首残高計		4,007,005,257		4.7%		3,946,667,082		5.2%		-0.4%

				新株式発行高		0		0.0%				0.0%		0.0%

				ストックオプション行使		46,021,543		0.1%		61,421,483		0.1%		-0.0%

				子会社増加増加高(CS)		0		0.0%		580,547,721		0.8%		-0.8%

				持分増加増加高(CS)				0.0%		(580,547,721)		-0.8%		0.8%

				資本剰余増加(その他)				0.0%		(7,179,474)		-0.0%		0.0%

				資本剰余金増加額計		46,021,543		0.1%		54,242,009		0.1%		-0.0%

				資本剰余金期末残高計		4,053,026,800		4.8%		4,000,909,091		5.2%		-0.4%

				利益剰余金期首残高		25,668,638,036		30.3%		21,218,844,514		27.8%		2.6%

				利益剰余金期首調整額		144,544,938		0.2%		0		0.0%		0.2%

				利益剰余金期首残高計		25,813,182,974		30.5%		21218844514		27.8%		2.7%

				当期利益計		3,976,600,697		4.7%		4,703,918,074		6.2%		-1.5%

				子会社増加増加高(SS)		0		0.0%		-8607819577		-11.3%		11.3%

				子会社減少増加高(SS)		310		0.0%				0.0%		0.0%

				持分増加増加高(SS)				0.0%		8607819577		11.3%		-11.3%

				利益剰余金増加額計		3,976,601,007		4.7%		4703918074		6.2%		-1.5%

				支払配当金(前期分)		0		0.0%		1		0.0%		-0.0%

				支払配当金(期末)		1,127,884,966		1.3%		1039355784		1.4%		-0.0%

				子会社増加減少高(SS)		0		0.0%				0.0%		0.0%

				子会社減少減少高(SS)		3,106,557		0.0%		0		0.0%		0.0%

				持分減少減少高(SS)		0		0.0%		0		0.0%		0.0%

				利益剰余金減少額計		1,130,991,523		1.3%		1039355785		1.4%		-0.0%

				利益剰余金期末残高計		28,658,792,458		33.9%		24883406803		32.6%		1.3%



























































































































































A	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	0	6.1414073879174302E-2	5.1884232756536808E-2	5.18	84232756536808E-2	5.3728542335630798E-2	5.3728542335630798E-2	0	B	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	6.6298074929537765E-2	4.8840010503634623E-3	9.5298411226374946E-3	2.9795907585764281E-3	1.1352811794824377E-3	1E-3	5.4763246846318239E-2	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	1	





丸亀製麺　販管費

				2017.06		原価率 ゲンカ リツ		人件費率 ジンケンヒ		水道光熱費率 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費率 コウコク センデンヒ		その他経費率 タ ケイヒ		2018.06

				丸亀製麺 マ

				June
2017		COGS ratio		labor cost ratio		utitily cost ratio		Advertising cost ratio		other cost ratio		June
2018

						15.80%		15.10%		15.00%		15.00%		15.20%

				16.10%		0.30%		0.70%		0.10%		0.70%		0.50%		15.20%



				June
2017		COGS ratio		labor cost ratio		utitily cost ratio		Advertising cost ratio		other cost ratio		June
2018

						2.800%		2.100%		2.000%		2.000%		2.200%

				3.100%		0.30%		0.70%		0.10%		0.70%		0.50%		2.200%





				連結 レンケツ

				H29.03		原価 ゲンカ		人件費 ジンケンヒ		水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費 コウコク センデンヒ		その他経費 タ ケイヒ		H30.03

						24.80%		24.80%		25.50%

				26.50%		1.70%		0.70%		0.40%		0.00%		0.30%		24.20%



				H29.03		原価 ゲンカ		人件費 ジンケンヒ		水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費 コウコク センデンヒ		その他経費 タ ケイヒ		H30.03

						-0.200%		-0.200%		0.500%

				1.500%		1.70%		0.70%		0.40%						-0.800%

				Mar
2017		COGS ratio		labor cost ratio		utitily cost ratio		Advertising cost ratio		other cost ratio		Mar
2018						Outsourced expenses cost ratio

				0		150		250		100

				150		100		50		200		100



0	150	250	100	150	100	50	200	100	June	
2017	COGS ratio	labor cost ratio	utitily cost ratio	Advertising cost ratio	other cost ratio	June	
2018	2.7999999999999997E-2	2.0999999999999991E-2	1.999999999999999E-2	1.999999999999999E-2	2.1999999999999992E-2	June	
2017	COGS ratio	labor cost ratio	utitily cost ratio	Advertising cost ratio	other cost ratio	June	
2018	3.1E-2	3.0000000000000001E-3	7.0000000000000001E-3	1E-3	7.0000000000000001E-3	5.0000000000000001E-3	2.1999999999999992E-2	

海外概況

				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				アジア		台湾		出店拡大中		商品・マーケティング施策の強化により、直近では既存店前年比で前年を上回る月もある。経営体制を再整備し、更なる事業拡大に必要な体制を構築中。豚カツ業態も4店舗運営。 ショウヒン シサク キョウカ チョッキン キゾン テン ゼンネン ゼンネン ウワマワ ツキ ケイエイ タイセイ サイセイビ サラ ジギョウ カクダイ ヒツヨウ タイセイ コウチク ナカ		3,200百万 / 390百万  ヒャク マン ヒャクマン

						韓国		収益改善中		2018年に大幅な不採算店舗を閉店したことにより収益基盤が強化。今後は既存店の収益性の強化を図り、全社黒字を目指す。 ネン オオハバ フサイサン テンポ ヘイテン シュウエキ キバン キョウカ コンゴ キゾン テン シュウエキセイ キョウカ ハカ ゼンシャ クロジ メザ		550百万 / 5百万  ヒャク マン ヒャクマン						韓国				2018年に大幅な不採算店舗を閉店したことにより収益基盤が強化。2019年は既存店の収益性の強化を行い、全社黒字を目指す。 ネン オオハバ フサイサン テンポ ヘイテン シュウエキ キバン キョウカ ネン キゾン テン シュウエキセイ キョウカ オコナ ゼンシャ クロジ メザ

						中国		出店拡大中		北京、上海、香港などの大都市での展開に力点をおいて展開中。試験的に地方都市にも出店していたが、日本食に対して市場が未成熟であったこともあり苦戦。不採算店舗は閉鎖し、今後は十分な市場のある大都市にフォーカスする。 ペキン シャンハイ ホンコン ダイトシ テンカイ リキテン テンカイチュウ シケンテキ チホウ トシ シュッテン ニホンショク タイ シジョウ ミセイジュク クセン フサイサン テンポ ヘイサ コンゴ ジュウブン シジョウ ダイトシ								中国				北京、上海、香港などの大都市での展開に力点をおいて展開中。試験的に地方都市にも出店をしていたが、日本食に対して市場が未成熟であったこともあり、不採算店舗は閉鎖し、今後は十分な市場のある大都市にフォーカスする。 ペキン シャンハイ ホンコン ダイトシ テンカイ リキテン テンカイチュウ シケンテキ チホウ トシ シュッテン ニホンショク タイ シジョウ ミセイジュク フサイサン テンポ ヘイサ コンゴ ジュウブン シジョウ ダイトシ

						香港（雲南） ホンコン ウンナン				現在「譚仔雲南米線」「譚仔三哥米線」を計105店舗(12月末現在)を展開。香港で雲南ヌードル業態のシェアは7割と圧倒的なブランド力を誇る。
2社を統合管理するCEO、CFOをはじめ、マネジメント層を採用し 　グループ会社としてのガバナンス強化および更なる成長を実現する 　ための経営強化を図っている 。
現在はトリドールHDと協力しながらさらなるブランド強化のための施策やノウハウの伝承を実施中。将来的には、香港国内において150～160店舗体制を目指す。 ガツマツ リョク シサク デンショウ ジッシ チュウ タイセイ		3390百万 / 560百万  ヒャク マン ヒャクマン										2社を統合管理するCEO、CFOをはじめ、マネジメント層を採用し 　グループ会社としてのガバナンス強化および更なる成長を実現する 　ための経営強化を図っている 

				東南アジア トウナン		タイ 		収益改善中		店舗段階のEBITDAが平均で15%前後、25％前後の店舗が多数あり比較的堅調に推移している。不採算店舗の整理や本部費の合理化を図り、収益強化を図っている。								タイ 				店舗段階のEBITDAが平均で15%前後、25％前後の店舗が多数あり比較的堅調に推移している。不採算店舗の整理や本部費の合理化を図り、収益強化を図っている。 テンポ ダンカイ ヘイキン ゼンゴ ゼンゴ テンポ タスウ ヒカクテキ ケンチョウ スイイ フサイサン テンポ セイリ ホンブ ヒ ゴウリカ ハカ シュウエキ キョウカ ハカ

						インドネシア		出店拡大中		ジャカルタにおける主要モールを中心に丸亀製麺を展開すると共に、更なる拡大を狙い地方都市での拡大を図っている。顧客層の拡大も視野に入れたエクスプレス店の導入も検討中で、2025年までに100店舗展開を目指す。 コキャクソウ カクダイ シヤ イ テン ドウニュウ ケントウチュウ ネン テンポ テンカイ メザ				 				インドネシア				ジャカルタにおける主要モールを中心に丸亀製麺を展開すると共に、更なる拡大を狙い地方都市での拡大を図っている。顧客層の拡大も視野に入れたエクスプレス店の導入も検討中で、2025年までに100店舗展開を目指す。 コキャクソウ カクダイ シヤ イ テン ドウニュウ ケントウチュウ ネン テンポ テンカイ メザ

						ベトナム		収益改善中		ホーチミンの既存店の収益性向上に向け注力。実験店舗にて様々な施策を実施し、横展開を進める。加えて、ハノイ、ハイフォンなどの北部地域でサブフランチャイズでの出店を予定。 キゾン テン シュウエキセイ コウジョウ ム チュウ チカラ ジッケン テンポ サマザマ シサク ジッシ ヨコ テンカイ スス クワ ホクブ チイキ シュッテン ヨテイ								ベトナム				2019年はホーチミンの既存店の収益性の改善に力を入れる。実験店舗を導入し、様々な施策を実施、横展開を進めていく。加えて、ハノイ、ハイフォンといった北部地域でサブフランチャイズにて2-3店舗の出店を予定。 ネン キゾン テン シュウエキセイ カイゼン チカラ イ ジッケン テンポ ドウニュウ サマザマ シサク ジッシ ヨコ テンカイ スス クワ ホクブ チイキ テンポ シュッテン ヨテイ



				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				東南アジア トウナン		カンボジア		収益改善中		既存レギュラー店の収益が向上し、前年比で約110％の伸びを示している。直営店に加え、フランチャイズ加盟店の出店立地も確定しており、プノンペンにおける更なる展開が予定されている。郊外向けの新業態（丸亀製麺）も展開しており、より広範囲に展開できるよう模索中。		80百万 / △21百万  ヒャク マン ヒャクマン						カンボジア				既存レギュラー店の収益が向上し、前年比で約110％の伸びを示している。直営店に加え、フランチャイズ加盟店の出店立地も確定しており、プノンペンにおける更なる展開が予定されている。郊外向けの新業態（丸亀製麺）も展開しており、より広範囲に展開できるよう模索中。 キゾン テン シュウエキ コウジョウ ゼンネンヒ ヤク ノ シメ チョクエイ テン クワ カメイ テン シュッテン リッチ カクテイ サラ テンカイ ヨテイ コウガイ ム シンギョウタイ マルガメ セイメン テンカイ コウハンイ テンカイ モサクチュウ

						マレーシア
（ Boat Noodle 、他） ホカ		出店拡大中		主力業態であるBoatNoodleに力点を置いて展開中。マレーシア国内でBoatNoodleのみで50店舗（過去2年間で約40店舗の開店）を展開しており、現地で認知度の高いブランドとして成長している。
店舗段階のみならず、全社でもEBITDA20%を超える好業績で、今後の更なる発展が期待される。国外の展開も進み、ブルネイ、ミャンマー、インドネシア、シンガポールに出店済み。更なる進出に向けて取り組み中。								マレーシア
（ Boat Noodle 、他） ホカ				主力業態であるBoatNoodleに力点を置いて展開中。マレーシア国内でBoatNoodleのみで50店舗（過去2年間で約40店舗の開店）を展開しており、現地で認知度の高いブランドとして成長している。
店舗段階のみならず、全社でもEBITDA20%を超える好業績で、今後の更なる発展が期待される。国外の展開も進み、ブルネイ、ミャンマー、インドネシア、シンガポールに出店済み、更なる進出に向けて取り組み中。 シュリョク ギョウタイ リキテン オ テンカイチュウ コクナイ テンポ カコ ネンカン ヤク テンポ カイテン テンカイ ゲンチ ニンチド タカ セイチョウ テンポ ダンカイ ゼンシャ コ コウギョウセキ コンゴ サラ ハッテン キタイ コクガイ テンカイ スス シュッテン ズ サラ シンシュツ ム ト ク チュウ

						フィリピン				フランチャイズとして丸亀製麺１号店を2017年8月、2号店を2018年2月、3号店を同年8月、4号店を11月にをオープンしたが、いずれも好業績を維持。
今後は更なる拡大を狙いマニラ地域での出店を加速していく予定。 ゴウテン ネン ガツ ゴウ テン ドウ ネン ガツ ス ギョウセキ イジ コンゴ								フィリピン				2018年11月に4号店をオープンしたが、どの店舗も業績好調で年換算1,000万円以上の売上を誇る。2019年は更なる拡大を狙いマニラ地域での出店を加速していく予定。4月以降の出店攻勢で年間7店舗出店を目指す。 ネン ガツ ゴウテン テンポ ギョウセキ コウチョウ トシ カンサン マンエンイジョウ ウリアゲ ホコ ネン サラ カクダイ ネラ チイキ シュッテン カソク ヨテイ ガツ イコウ シュッテン コウセイ ネンカン テンポ シュッテン メザ

						ミャンマー
（Boat Noodle）				現地飲食最大手のYKKO社と合弁会社を設立し、２０１７年１０月よりBoatNoodle業態をフランチャイズで展開。これまでミャンマーにはないオシャレな空間と食事を楽しめるお店として受け入れられ、賑わいを見せている。現状、２店舗のオープンを目指している。								ミャンマー
（Boat Noodle）				現地飲食最大手のYKKO社と合弁会社を設立し、２０１７年１０月よりBoatNoodle業態をフランチャイズで展開。これまでミャンマーにはないオシャレな空間と食事を楽しめるお店として受け入れられ、賑わいを見せている。現状、２店舗のオープンを目指している。 カイシャ ゲンジョウ

						シンガポール
（丸亀製麺） マ				中国合弁を介してシンガポールにて3店舗出店。賃料は高いものの、認知拡大を目的に代表的なモールへ出店をしている。認知浸透と共に収益性も向上しており、当面は3店舗に集中して足場を固める方針。 リョウ セイ								シンガポール
（丸亀製麺） マ				中国合弁を介してシンガポールにて3店舗出店。家賃は高いものの、認知拡大を目的に代表的なモールへの出店をしている。認知浸透と共に収益も向上しており、当面は3店舗に集中して足場を固める方針。 チュウゴク ゴウベン カイ テンポ シュッテン ヤチン タカ ニンチ カクダイ モクテキ ダイヒョウテキ シュッテン ニンチ シントウ トモ シュウエキ コウジョウ トウメン テンポ シュウチュウ アシバ カタ ホウシン

						シンガポール
（MONSTER CURRY）				シンガポール国内で11店舗を展開中（2018年12月末現在）。シンガポールの日本式カレー市場で圧倒的なシェアNO.1を獲得している。
現在はトリドールHDと協働しながら、さらなる強みの強化とトリードールHDが所有する店舗運営ノウハウの継承を実施中。今後は、シンガポールの日本式カレー市場におけるポジショニングをさらに強化し、2025年までに20店体制を目指す。 コンゴ タイセイ メザ								シンガポール
（MONSTER CURRY）				現在、モンスターカレーはシンガポール国内で11店舗を展開中（2018年12月末現在）。「モンスターカレー」はシンガポールの日本式カレー市場で圧倒的なシェアNO.1を獲得している。現在はトリドールHDと協働しながら、さらなるモンスターカレーの強みの強化とトリードールが所有する店舗運営のノウハウの継承を実施中。これらを組み合わせることで、シンガポールの日本式カレー市場におけるモンスターカレーのポジショニングをさらに強化し、2025年までに20店に増やす。 ゲンザイ コクナイ テンポ テンカイチュウ ネン ガツ マツ ゲンザイ シジョウ ゲンザイ キョウドウ ツヨ キョウカ ショユウ ケイショウ ジッシチュウ ク ア ニホンシキ シジョウ キョウカ



				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				アメリカ		TDC（Tokyo Ｔable) 		－		1号店アーバイン店は世界でも上位の高い売上を堅持し、安定的な黒字体質。
2号店アルハンブラ店を業態転換した”日本の洋食”を軸にした新業態"Saly papa"は客数は確保するも客単価の向上に苦戦。		780百万 / △280百万  ヒャク マン ヒャクマン						TDC（Tokyo Ｔable) 		－		1号店アーバイン店は世界でも上位の高い売上を堅持し、安定的な黒字体質。2号店アルハンブラ店を業態転換した”日本の洋食”を軸にした新業態"Saly papa"は客数は確保するも客単価の向上に苦戦。撤退の方向性で検討をしている ケンジ アンテイテキ クロジタイシツ ギョウタイ テンカン シン キャクスウ カクホ キャクタンカ コウジョウ クセン テッタイ ホウコウセイ ケントウ

						丸亀製麺		本土一号店出店		ハワイWaikikki店は依然好調を維持　世界トップの売上を誇る（最高日商も更新）。
2017年9月にオープンしたロサンゼルス・Sawtelle店、2018年1月にオープンのサンフランシスコ・Stonestown店はさらなる改善が進み、売上が伸張。3号店がLA・ビバリーヒルズ店舗はモールの集客が鈍化しており店舗モデルの構築に苦戦。また、2018年12月に4号店がグレンデールにオープンし、米国では初の丸亀フードコートモデルの構築に取り組んでいる。 ネン ガツ		ハワイ
830百万 / 120百万
本土：軽微                  ホンド ケイビ						丸亀製麺		本土一号店出店		ハワイWaikikki店は依然好調を維持　世界トップの売上を誇る（最高日商も更新）。
2017年9月にオープンしたロサンゼルス・Sawtelle店、2018年1月にオープンのサンフランシスコ・Stonestown店はさらなる改善が進み、売上が伸張。3号店がLA・ビバリーヒルズ店舗はモールの集客が鈍化しており店舗モデルの構築に苦戦。また4号店のグレンデールがオープンし、米国では初の丸亀フードコートモデルの構築に取り組む サイコウ ニッショウ コウシン テン テン カイゼン スス ウリアゲ シンチョウ テンポ シュウキャク ドンカ テンポ コウチク クセン ゴウテン ベイコク ハツ マルガメ コウチク ト ク

						CRACKIN’KITCHEN		出店準備中		ハワイ店は依然好調を維持　世界１、２位の売上を誇る。2018年3月LAに本土１号店メニュー改善やマーケ施策が結果に結びつかず、閉店。		590百万 / 70百万  ヒャク マン ヒャクマン						CRACKIN’KITCHEN		出店準備中		ハワイ店は依然好調を維持　世界１、２位の売上を誇る。2018年3月LAに本土１号店メニュー改善やマーケ施策が結果に結びつかず、閉店 テン ネン ホンド ゴウテン カイゼン シサク ケッカ ムス ヘイテン

						POKE				2018年8月に出資を完了し提携開始。10-12月にかけて積極的に新店をオープンし、現在は32店舗体制に。2019年も約30店舗(すべてFC)の出店を計画中。品質保証や購買面で、トリドールHDのノウハウ移管を検討している。 タイセイ								POKE				2018年8月に出資を完了し提携開始。10-12月にかけて積極的に新店をオープンし、現在は30店舗強に。2019年も約30店舗(すべてFC)の積極出店を計画中。品質保証や購買面で、トリドールHDのノウハウ移管を検討している ネン ガツ シュッシ カンリョウ テイケイ カイシ セッキョクテキ ゲンザイ テンポ キョウ セッキョク シュッテン ケイカクチュウ ケントウ

				イギリス		Shoryu		出店拡大中		引き続きロンドンでのドミナント展開を進める。唯一の郊外店であるマンチェスター店とオクスフォード店は賃料や物流費などのコストカットを実施中。
単価を抑えたラーメンのほか、焼きそば・カツカレーなどの新メニューを導入。また、グデタマなどキャラクターを使用した販促のほか、店外からの視認性を高める施策など、集客に向けた取り組みも実施しており、全体として成果が出ている。								Shoryu				引き続きロンドンでのドミナント展開を進める。唯一の郊外店であるマンチェスター店とオクスフォード店は賃料や物流費などのコストカットを実施中。
商品は単価を抑えたラーメンや、グデタマなどキャラクターを使用した販促、焼きそばやカツカレーなどの新メニューを導入。店外からの視認性を高める施策など、集客に向けた取り組みも実施しており、全体として成果が出ている。 テンカイ ユイイツ コウガイ テン テン テン チンリョウ ブツリュウ ヒ ジッシ チュウ ショウヒン タンカ オサ シヨウ ハンソク ヤ シン ドウニュウ テン ガイ シニンセイ タカ シサク シュウキャク ム ト ク ジッシ ゼンタイ セイカ デ

				ロシア		丸亀製麺		収益改善中		2020年12月期より、合弁を解消し、全店FC化。これにより資金の外部調達も可能になり、モスクワにてFC、サブFC店の展開を画策、積極的な出店と既存店強化を目論む。
今後は、収益拡大とともにこれまで出店のなかった立地への新規出店を行い、店舗数の拡大を予定している。						ロシア		丸亀製麺		収益改善中		2020年12月期より、合弁を解消し、全店FC化。これにより資金の外部調達も可能になり、モスクワにてFC、サブFC店の展開を画策、積極的な出店と既存店強化を目論む。今後は、収益拡大とともに、ロシアにおけるTier oneモールからの誘いもある中で、これまで出店のなかった立地への新規出店を行い、店舗数の拡大を予定している。日本からのサポート方法についても、引き続き検討。 ネン ガツキ ゴウベン カイショウ ゼンテン カ シキン ガイブチョウタツ カノウ ミセ テンカイ カクサク セッキョクテキ シュッテン キョウカ モクロ コンゴ シュウエキカクダイ サソ ナカ シュッテン リッチ シンキ シュッテン オコナ テンポスウ カクダイ ヨテイ ニホン ホウホウ ヒ ツヅ ケントウ

				その他 タ		ＷＯＫ ＴＯ ＷＡＬＫ		出店拡大中		フランスにおける大型契約を含む複数のフランチャイジーが存在することにより、フランチャイズビジネスは堅調に推移し、順調に店舗数を拡大している。
苦戦中の米国での直営店は具材やオペレーションの見直しを行った。		軽微 ケイビ						ＷＯＫ ＴＯ ＷＡＬＫ				フランスにおける大型契約を含む複数のフランチャイジーが存在することにより、フランチャイズビジネスは堅調に推移し、順調に店舗数を拡大している。
苦戦中の米国での直営店は具材やオペレーションの見直しを行った。 ソンザイ ケンチョウ スイイ ジュンチョウ テンポ スウ カクダイ クセン チュウ ベイコク チョクエイテン グザイ ミナオ オコナ



				Area		Country/Brand		Status		Outline		PL Contribution (last year)
Sales / Segment profit

				Asia		Taiwan (ROC)		出店拡大中		Improves personnel system for staff sufficiency. Opening new stores. Operating 4 Tonkatsu stores.		3,200 mil. / 390 mil.

						S. Korea		収益改善中		Main stores keep good. Opening new stores.		350mil. / 5mil.

						China (PRC)		出店拡大中		Keeps good. Sales in coast cities (e.g., Shanghai) are nice. Currently 85 stores. "Hakatan-maru" ramen brand develops.

						Hong Kong (Yunnan)				Grouped in Feb-2018. Currently operating "Tam Chai Yunnan Noodle" and "TamJai SamGor Rice Noodle" stores (109 in total). 70% market share of Yunnan Noodle in Hong Kong. To open new stores in Hong Kong.		3390mil. / 560mil.

						Thailand		収益改善中		Management enhancement brings big profit improvement through 1) profit improvement of Existing Stores, 2) development of small stores (good sales with low initial costs), and 3) customization of HQ costs. To keep stable profits.

						Indonesia		出店拡大中		Develops Marugameseimen stores mainly in major Shopping Centers in Jakarta. Also examines other big cities. Marugame Seimen brand is Halal approved, and popular among local Muslims.				 

						Vietnam		Profit being improved		Saves opening stores in 2017 for yearly profit by improving organization system and management system.  To achieve monthly profits. Examines sub-franchising for further business expansion.

						Cambodia		Profit being improved		Sales of Existing Stores improved a lot. Portable stall type stores (with small initial costs) contribute to profit.  Launches new brand for casual Japanese foods in Feb. 2018, targeting wider range of market.		80mil. / △21mil.

						Malaysia
(Boat Noodle, Others)		Opening new stores		Operating approx. 70 stores of "Boat Noodle" and "CillCill" brands. Expanding with profits. Accelerating franchising in other countries such as Brunei, Indonesia, Myanmar and Singapore. Planning to expand to other countries.

						Philippines				Opens 1st Marugameseimen store in Aug-2017 and 2nd in Feb-2018 (both FC). Keep good. 4 more stores scheduled. Swift business expansion expected.

						Myanmar
(Boat Noodles)				Establishes JV company with YKKO (biggest local restaurant company), and franchises Boat Noodle brand since Oct. 2017. Widely accepted as uniquely fashionable restaurant with fun to eat. 2nd store to open.



				Area		Country/Brand		Status		Outline		PL Contribution (last year)
Sales / Segment profit

				USA		TDC (Tokyo Table)		New store to open		1st store in Irvine keeps good. One of world top sales/profits stores in Toridoll Group, whereas 2nd store in Alhambra is in tough. To change to "Western Japanese" like brand for profit improvement.		780mil. / △28mil.0 

						Marugame Seimen		New store to open		Waikiki Shop keeps good. World top 1-2 sales in Toridoll Group.  1st store in mainland opened in Sawtelle, LA in Sep. 2017.  2nd store in Stonestown, SF started with good launch in Jan. 2018 (same sales level as Waikiki Shop for the first weekend).  3rd store in Shopping Center around Beverly Hills to open.		Hawaii
830mil. / 120mil.
Main Land：small                 

						CRACKIN'KITCHEN		New store to open		Keeps good. World Top 1-2 sales in Toridoll Group.  Opens 1st in mainland store in LA in Mar. 2018.		140mil. / 5mil. 

				UK		Sakagura		-		Opens 1st store in November 2016. Introduced collaboration menus between Bent Box and Shoryu Ramen, and charbroil steaks and tempuras. Lava Plate stake from 2018 beginning becomes popular. Lower pricing contributes guest count (wider customer range) and sales. Keeps marketing measures (e.g.,  via SNS, Restaurant Week and Japanese Sake events) for brand awareness .

						Shoryu		Opening new stores		Some stores are in top sales group. Strategic dominance in London. Local cities to be only in Manchester and  Oxford. To improve profitability. New stores being prepared.

				Italy		Tokyo Table, Others		-		Opens "Bottega del Ramen" in Feb. and "Tokyo Table" in Mar, 2017.  "Bottega del Ramen" achieved monthly profit. "Tokyo table" marks record high in monthly sales for consecutive 2 months. Still not profit for whole business unit, and more sales necessary. Both stores to introduce new menus for summer. Expanding sales by delivery through Uber-eat and Deliveroo.		small

				Russia		Marugame Seimen				4 direct-operation stores and 3 FC stores in Moscow. Achieved all stores in the black. To develop more stores (especially in food court) as well as keeping stable profits.

				Others		WOK TO WALK		Opening new stores		Store aggressively expanding to 93 (including 3 direct-operation stores in US) after grouped. FC contracts in India, Israel, and newly Malta and Oman. Opens 1st direct-operation store In US in Feb, 2nd in Jul and 3rd store in Dec. 2017. Exploring other counties for FCs.		small





M&A　PMI

				ブランド		概要 ガイヨウ		PMIの状況 ジョウキョウ

				晩杯屋 バ		大衆酒場「晩杯屋」等を東京都内で運営するアクティブソース社の株式を取得（80.3%）しグループ会社化		・モデル店舗における丸亀製麺のノウハウを生かしたオペレーションの改善
・パート・アルバイト採用強化の仕組み導入、社内独立制度を含めた新人事制度の構築
・採用費や消耗品費など、グループ単価を採用することによる経費削減
・店舗タイプ別のスクリーニング要件、出店計画の策定、物件取得サポートの実施 フク シン ジンジ セイド コウチク ブッケン シュトク ジッシ				募集10人→100人規模に
物件情報が豊富　出店の精度が向上　投資検証表の活用など ボシュウ ニン ニン キボ ブッケン ジョウホウ ホウフ シュッテン セイド コウジョウ トウシ ケンショウ ヒョウ カツヨウ

				ずんどう屋 ヤ		主に関西において、とんこつラーメン店の「ずんどう屋」を運営するZUND社の株式を取得（80%）しグループ会社化		・モデル店舗におけるコンセプトのブラッシュアップと丸亀製麺のノウハウを生かしたオペレーションの改善
・当社ノウハウを活用した、採用における掲載媒体最適化の仕組み導入
・採用費や消耗品費など、グループ単価を採用することによる経費削減
・当社新店開発部による勝ちパターンの分析、優先出店エリアの決定　
・人事制度（賞与制度等）の再構築 トウ シャ

				「譚仔雲南米線」/「譚仔三哥米線」		スパイシー麺の人気チェーン店「譚仔雲南米線」および「譚仔三哥米線」の運営会社の株式をそれぞれ100%取得		・グループ会社としてのガバナンス強化及びトップマネジメント採用等、 　更なる成長を実現するための経営強化
・店舗、セントラルキッチンおよびバックオフィスにおける業務の整備
・華南地域を中心とした中国全土進出についても初期調査を開始







				Area		Country/Brand		Outline













BS

				連結BS (IFRS) レンケツ

						当期 トウ キ				前期末 ゼンキ マツ

						金額 キンガク		構成比 コウセイヒ		金額 キンガク		構成比 コウセイヒ		増減 ゾウゲン

				資産合計 シサン ゴウケイ		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103

				流動資産 リュウドウ シサン		29,966		14.8%		21,752		18.5%		8,214

				非流動資産 ヒ リュウドウ シサン		173,713		85.6%		96,081		81.5%		77,632

				負債資本合計 フサイ シホン ゴウケイ		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103

				負債合計 フサイ ゴウケイ		168,983		83.3%		82,830		70.3%		86,153

				（うち、有利子負債） ユウ リシ フサイ		145,770		71.8%		62,674		53.2%		83,096

				流動負債 リュウドウ フサイ		43,204		21.3%		25,953		22.0%		17,251

				非流動負債 ヒ リュウドウ フサイ		125,144		61.7%		56,878		48.3%		68,266

				資本合計 シホン ゴウケイ		35,332		17.4%		35,003		29.7%		329						※値張り アタイ バ

				（うち、親会社の所有者） オヤガイシャ ショユウシャ		34,305		16.9%		33,979		28.8%		326						※値張り アタイ バ



				ネット有利子負債/調整後EBITDA ユウ リシ フサイ チョウセイ ゴ		9.4				3.9				-				調整後EBITDA		15,560		9.4







				Consolidated BS (IFRS)										(unit: Million yen)

						This period				End of previous year

						Amount		Ratio		Amount		Ratio		Difference

				Total assets		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103						Including interest-bearing liabilities 

				Current assets		29,966		14.8%		21,752		18.5%		8,214						bearingの bと eの間のスペースを消してください

				Non-current assets		173,713		85.6%		96,081		81.5%		77,632						その下のliabilites、attributable にも不必要なスペースが見える気が

				Total liabilities and equity		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103						するのですが大丈夫でしょうか

				Liabilities		168,983		83.3%		82,830		70.3%		86,153

				(Including interest-bearing liabilities)		145,770		71.8%		62,674		53.2%		83,096

				Current liabilities		43,204		21.3%		25,953		22.0%		17,251

				Non-current liabilities		125,144		61.7%		56,878		48.3%		68,266

				Total equity		35,332		17.4%		35,003		29.7%		329

				(Equity attributable to 
owners of  the parent)		34,305		16.9%		33,979		28.8%		326



				Net interest-bearing liabilities / Adjusted EBITDA 		9.4				3.9				-



















































CF

						連結CF (IFRS) レンケツ

								当期 トウ キ		前年同期 ゼンネン ドウキ		増減 ゾウゲン

						営業活動による
キャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		15,517		4,402		11,115

						投資活動による
キャッシュ・フロー トウシ カツドウ		△ 6,283		△ 6,973		690

						財務活動による
キャッシュ・フロー ザイム カツドウ		△ 1,676		368		△ 2,044

						現金および現金同等物の
期末残高 ゲンキン ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		21,716		12,671		9,045







						Consolidated CF (IFRS)						(unit: Million yen)

								This period		Previous period		Difference								異なるフォントとサイズの混在

						Cash flows from operating activities		15,517		4,402		11,115								Cash flows from operating activities

						Cash flows from investing activities		△ 6,283		△ 6,973		690								Cash flows from investing activities

						Cash flows from financing activities		△ 1,676		368		△ 2,044								Cash flows from financing activities

						Cash and cash equivalents at the end of the period		21,716		12,671		9,045								Cash and cash equivalents at the end of the period





業績予想



				連結PL (IFRS) レンケツ

						2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ								下期修正予算 シモキ シュウセイ ヨサン

						連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ		連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		159,060		100.0%		145,022		100.0%		109.7%								丸亀製麺 マルガメ セイメン		カフェ		豚屋とん一 ブタ ヤ イチ		海外事業 カイガイ ジギョウ

				事業利益 ジギョウ リエキ		9,572		6.0%		7,270		5.0%		131.7%								48,697		3,230		2,038		16,574

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		29,640		18.6%		12,402		8.6%		239.0%								6,716		37		18		1,909

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,689		4.2%		2,302		1.6%		290.6%

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		5,266		3.3%		1,337		0.9%		393.9%								通期修正予算 ツウキ シュウセイ ヨサン

				当期利益 トウキ リエキ		2,704		1.7%		221		0.2%		1223.5%								97,880		5,825		3,865		33,294

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		2,610		1.6%		267		0.2%		977.5%								14,548		153		73		4,261



				丸亀製麺セグメントPL マルガメ セイメン		2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		97,880		100.0%		89,944		100.0%		108.8%

				セグメント利益 リエキ		14,408		14.7%		12,438		13.8%		115.8%



				海外事業セグメントPL		2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		33,294		100.0%		30,242		100.0%		110.1%

				セグメント利益 リエキ		4,261		12.8%		3,258		10.8%		130.8%









				Consolidated PL (IFRS)

						FY 2018				FY 2017				YoY

						連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ		連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ

				Revenue		159,060		100.0%		145,022		100.0%		109.7%

				Contribution margin		9,572		6.0%		7,270		5.0%		131.7%

				Adjusted EBITDA		29,640		18.6%		12,402		8.6%		239.0%

				Operating profit		6,689		4.2%		2,302		1.6%		290.6%

				Profit before tax		5,266		3.3%		1,337		0.9%		393.9%

				Profit for the year		2,704		1.7%		221		0.2%		1223.5%

				Profit for the year attributable to owners of the parent		2,610		1.6%		267		0.2%		977.5%



				Marugame Seimen
segment		FY 2018				FY 2017				YoY

				Revenue		97,880		100.0%		89,944		100.0%		108.8%								Segment profit

				Segment profit 		14,408		14.7%		12,438		13.8%		115.8%								Ratio to prev. period = YoY



				Overseas segment		FY 2018				FY 2017				YoY

				Revenue		33,294		100.0%		30,242		100.0%		110.1%

				Segment profit 		4,261		12.8%		3,258		10.8%		130.8%

























業績予想（詳細）



				連結PL (IFRS) レンケツ																																修正 シュウセイ		年初予算 ネンショ ヨサン

						上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ						上期計画 カミキ ケイカク		当初計画 トウショ ケイカク		売上収益 ウリア シュウエキ		56,195		56,195

作成者: 開示用の数字丸め有り

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								売上原価 ウリアゲ ゲンカ		14,451		14,572

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		80,017		100.0%				79,042		100.0%		79,042		100.0%		0				159,060		100.0%		→値張り注意 アタイ バ チュウイ		53,465				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		41,744		41,623

作成者: 開示用の数字丸め有り


				事業利益 ジギョウ リエキ		5,840		7.3%				3,732		4.7%		3,732		4.7%		0				9,572		6.0%

				営業利益 エイギョウ リエキ		5,084		6.4%				1,605		2.0%		2,105		2.7%		△ 500				6,689		4.2%				4,400				人件費　　計 ジンケンヒ ケイ		16,774		16,908

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		4,100		5.1%				1,166		1.5%		1,766		2.2%		△ 600				5,266		3.3%				4,120				水光熱費　計 スイ コウネツヒ ケイ		3,689		3,589

				当期利益 トウキ リエキ		2,601		3.3%				103		0.1%		703		0.9%		△ 600				2,704		1.7%				2,690				地代家賃		5,699		5,826

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		2,569		3.2%				41		0.1%		641		0.8%		△ 600				2,610		1.6%				2,681				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		1,957		2,102

																																		その他一般管理費計 タ イッパン カンリヒ ケイ		8,048		7,851

				丸亀製麺セグメント マルガメ セイメン		上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ										販売費及び一般管理費合計		36,167		36,276

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								減損損失 ゲンソン ソンシツ		1,218		1,030

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%				48,697		100.0%		46,905		100.0%		1,792				97,880		100.0%				43,559		90,464		その他の営業収入 タ エイギョウ シュウニュウ		117		261

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%				6,576		13.5%		6,182		13.2%		394				14,408		14.7%				7,023		13,205		その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		41		150

作成者: 開示用の数字丸め有り


				海外事業セグメント カイガイ ジギョウ		上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ										営業利益（損失）		4,430		4,430

作成者: 開示用の数字丸め有り


						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								調整後EBITDA チョウセイゴ		7,681		7,449

作成者: 開示用の数字丸め有り


				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%				16,574		100.0%		16,518		100.0%		56				33,294		100.0%				3458				金融収益 キンユウ シュウエキ		109		86

作成者: 開示用の数字丸め有り


				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%				1,909		11.5%		1,900		11.5%		9				4,261		12.8%				271				金融費用 キンユウ ヒヨウ		123		29

作成者: 開示用の数字丸め有り


																																		経常利益（損失） ケイジョウ リエキ ソンシツ		4,490		4,490

				カフェ事業セグメント ジギョウ		上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		2,595		100.0%				3,230		100.0%		3,041		100.0%		189				5,825		100.0%

				セグメント利益 リエキ		116		4.5%				37		1.2%		△ 16		-		53				153		2.6%





				Consolidated PL (IFRS)																														持分法投資損益 モチブン ホウ トウシ ソンエキ		163		243

						FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017										税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		4,578		4,730

作成者: 開示用の数字丸め有り


						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue								法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		1,626		1,680

作成者: 開示用の数字丸め有り


				Revenue		80,017		100.0%				79,042		100.0%		79,042		100.0%		0				159,060		100.0%								当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,953		3,050

作成者: 開示用の数字丸め有り


				Operating profit		5,084		6.4%				1,605		2.0%		2,105		2.7%		△ 500				6,689		4.2%								親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウ シャ		2,964		3,033

作成者: 開示用の数字丸め有り


																																						

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		Profit before tax		4,100		5.1%				1,166		1.5%		1,766		2.2%		△ 600				5,266		3.3%								非支配持分 ヒ シハイ モチブン		(11)		17

				Profit for the year		2,601		3.3%				103		0.1%		703		0.9%		△ 600				2,704		1.7%

				Profit for the year attributable to owners of the parent		2,569		3.2%				41		0.1%		641		0.8%		△ 600				2,610		1.6%								Profit for the year attributable to owners of the parent 

																																		parents のsはいらないようです

				Marugame Seimen 
segment		FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017

						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue								フォントとフォントサイズの混在

				Revenue		49,183		100.0%				48,697		100.0%		46,905		100.0%		1,792				97,880		100.0%

				Operating profit of 
Marugame Seimen segment		7,832		15.9%				6,576		13.5%		6,182		13.2%		394				14,408		14.7%								Segment profit

				Overseas 
segment		FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017										Ratio to prev. period = YoY

						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue

				Revenue		16,720		100.0%				16,574		100.0%		16,518		100.0%		56				33,294		100.0%								% to revenue のeの切り方がおかしいので

				Operating profit of 
Marugame Seimen segment		2,352		14.1%				1,909		11.5%		1,900		11.5%		9				4,261		12.8%								フォントサイズあるいは列の幅を変える必要があります





































出店計画

																										AS

								出店		退店		2020年
3月末 ネン ガツ マツ		投資額
（概算　百万円） トウシ ガク ガイサン ヒャクマンエン				2019年
3月 ネン ガツ														2020年3月期 ネン ガツキ		2021年3月期 ネン ガツキ		2022年3月期 ネン ガツキ		2023年3月期 ネン ガツキ		2024年3月期 ネン ガツキ

																										出店 シュッテン		小 ショウ				2		7		8		8		8

				国内 コクナイ				76		15		1,164		5,376				1,103										大 ダイ				1		6		6		7		7

						丸亀製麺		32		5		844		2,240				817										計 ケイ				3		13		14		15		15

						とん一 イチ		3		2		54		97				53								退店 タイ テン		小 ショウ				0		1		1		1		1

						カフェ		10		0		39		1,500				29										大 ダイ				0		0		0		0		0

						晩杯屋 バ		3		0		52		70				49										計 ケイ				0		1		1		1		1

						ずんどう屋 ヤ		3		0		48		191				45								純増 ジュン ゾウ		小 ショウ				2		6		7		7		7

						その他 タ		25		8		127		1,278				110										大 ダイ				1		6		6		7		7

				海外 カイガイ				145		24		696		1,940				575										計 ケイ				3		12		13		14		14

						連結子会社 レンケツ コガイシャ		69		12		229		1,850				172

						持分法適用会社 モチブン ホウ テキヨウ カイシャ		52		12		247		90				207								ずんどう屋 ヤ

						純粋ＦＣ ジュンスイ		24		0		220		0				196										Year0		Year1		Year2		Year3

				合 計 ゴウ ケイ				221		39		1,860		7,316				1,678										2019/03期 キ		2020/03期 キ		2021/03期 キ		2022/03期 キ

																										出店数 シュッテン スウ		9		3		10		10

						※その他　の内訳 タ ウチワケ																				退店数 タイ テン スウ		0		0		0		0

																										店舗数 テンポスウ		45		48		58		68













								Open		Close		2020
Mar						2019
Mar



				Domestic				76		15		1,164		5,376				1,103

						Marugame Seimen		32		5		844		2,240

						Butaya Tonichi （Tonkatsu,tonteki）		3		2		54		97

						Kona's CoffeeRoasted（Cafe）		10		0		39		1,500

						Banpaiya (Standing Bar)		3		0		52		70

						Zundoya (Ramen)		3		0		48		191

						Others		25		8		127		1,278

				Overseas				145		24		696		1,940

						Subsidiaries		69		12		229		1,850

						JVs		52		12		247		90

						FCs		24		0		220		0

				Total				221		39		1,860		7,316



















中期計画

				連結PL (IFRS) レンケツ

						2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期								H29.3期 キ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		159,060		-		109.7%		174,683		-		109.8%		200,803		-		115.0%				145,022

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		29,640		18.6%		239.0%		32,373		18.5%		109.2%		36,161		18.0%		111.7%				12,402

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,689		4.2%		290.6%		9,086		5.2%		135.8%		12,045		6.0%		132.6%				2,302

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		5,266		3.3%		393.9%		8,500		4.9%		161.4%		11,481		5.7%		135.1%				1,337

				当期利益 トウキ リエキ		2,704		1.7%		1223.5%		5,615		3.2%		207.7%		7,712		3.8%		137.3%				221

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		2,610		1.6%		977.5%		5,434		3.1%		208.2%		7,488		3.7%		137.8%				267



				丸亀製麺セグメントPL マルガメ セイ メン

						2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		97,880		-		199.0%		99,307		-		101.5%		107,694		-		108.4%				49,183

				セグメント利益 リエキ		14,408		14.7%		184.0%		12,817		12.9%		89.0%		14,149		13.1%		110.4%				7,832



				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

						2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		33,294		-		199.1%		36,604		-		109.9%		41,549		-		113.5%				16,720

				セグメント利益 リエキ		4,261		12.8%		181.2%		4,452		12.2%		104.5%		4,913		11.8%		110.4%				2,352



				出店  シュッテン		221						326						412								退店 タイ テン		30期 キ		31期 キ		32期 キ

				　国内 コクナイ		76						138						199										15		16		16

				　海外 カイガイ		145						188						213										24		26		25

				累計店舗数 ルイケイ テンポ スウ		1,860						2,144						2,515								1,687

				　国内 コクナイ		1,164						1,286						1,469								1,103

				　海外 カイガイ		696						858						1,046								575





















				Consolidated PL (IFRS)

						FY2019						FY2020						FY2021								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		159,060		-		109.7%		174,683		-		109.8%		200,803		-		115.0%				95,587

				Adjusted EBITDA		29,640		18.6%		239.0%		32,373		18.5%		109.2%		36,161		18.0%		111.7%				12,799

				Operating profit		6,689		4.2%		290.6%		9,086		5.2%		135.8%		12,045		6.0%		132.6%				8,733

				Profit before tax		5,266		3.3%		393.9%		8,500		4.9%		161.4%		11,481		5.7%		135.1%				8,117

				Profit for the year		2,704		1.7%		1223.5%		5,615		3.2%		207.7%		7,712		3.8%		137.3%				5,242

				Profit for the year attributable to owners of the parents		2,610		1.6%		977.5%		5,434		3.1%		208.2%		7,488		3.7%		137.8%				5,212



				Ｍａｒｕｇａｍｅｓｅｉｍｅｎ segment

						FY2019						FY2020						FY2021								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		97,880		-		199.0%		99,307		-		101.5%		107,694		-		108.4%				6,255

				segment profit		14,408		14.7%		184.0%		12,817		12.9%		89.0%		14,149		13.1%		110.4%				436





				Overseas segment

						FY2018						FY2019						FY2020								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		33,294		-		199.1%		36,604		-		109.9%		41,549		-		113.5%				6,255

				segment profit		4,261		12.8%		181.2%		4,452		12.2%		104.5%		4,913		11.8%		110.4%				436



				Numbers of opening stores(numbers in overseas）		221				0.0%		326				0.0%		412				0.0%

				Total numbers of stores(numbers of overses)		1,860				0.0%		2,144				0.0%		2,515				0.0%				1,092		246



				Numbers of opening stores(numbers in overseas）

				Total numbers of stores(numbers of overses)





IFRS

		■2015年3月期：IFRS連結業績予想シミュレーション ネン ガツ キ レンケツ ギョウセキ ヨソウ

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		実績 ジッセキ		J-GAAP						IFRS				差異 サイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				0

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,564				営業利益 エイギョウ リエキ		4,177				△ 3,387

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,994				税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		3,602				△ 3,392

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,606				当期利益 トウキ リエキ		1,985				29

								　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,956				△ 650



		↓実績のJ-GAAPとIFRSの差異を元にIFRS予算を試算 ジッセキ サイ モト ヨサン シサン												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		予想 ヨソウ		J-GAAP						IFRS				調整 チョウセイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		84,803				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		84,803				0

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,200				営業利益 エイギョウ リエキ		3,900				△ 3,300

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,928				税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		3,628				△ 3,300

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,132				当期利益 トウキ リエキ		1,762				30

								　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,732				△ 400		※調整 チョウセイ





Sheet4

		連結純損益計算書の差異 レンケツ ジュンソンエキ ケイサンショ サイ

																						（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		日本基準（J-GAAP） ニホン キジュン						①日本基準（J-GAAP）の表示組替 ニホン キジュン ヒョウジ クミカエ						②国際会計基準（IFRS） コクサイ カイケイ キジュン						差異②－① サイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		0

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		0

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		0

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 57,421				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 57,421				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 58,605				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 1,183		※1

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,564				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 1,849				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 2,155				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 306		※2

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		277				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		338				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		324				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		△ 14

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		△ 848				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 342				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 374				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 32

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,994				営業利益 エイギョウ リエキ		5,711				営業利益 エイギョウ リエキ		4,175				営業利益 エイギョウ リエキ		△ 1,536

		特別利益 トクベツ リエキ		172				金融収益 キンユウ シュウエキ		111				金融収益 キンユウ シュウエキ		206				金融収益 キンユウ シュウエキ		95		※3

		特別損失 トクベツ ソンシツ		△ 2,068				金融費用 キンユウ ヒヨウ		△ 646				金融費用 キンユウ ヒヨウ		△ 637				金融費用 キンユウ ヒヨウ		9

		税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		5,098				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 77				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 130				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 53		※4

		法人税等 ホウジンゼイ トウ		△ 2,429				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		5,098				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		3,614				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		△ 1,484

		少数株主調整前当期純利益 ショウスウ カブヌシ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		2,669				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		△ 2,429				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		△ 1,603				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		826		※5

		少数株主損益 ショウスウ カブヌシ ソンエキ		△ 29				当期利益 トウキ リエキ		2,669				当期利益 トウキ リエキ		2,011				当期利益 トウキ リエキ		△ 658

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,640				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		2,640				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,982				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		△ 658

								　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		29				　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		29				　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		0

																				IFRSと日本基準の主な差異 ニホン キジュン オモ サイ

																		※1		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		△ 869		定額法への遡及修正 テイガク ホウ ソキュウ シュウセイ

				日本基準（J-GAAP） ニホン キジュン				国際会計基準（IFRS） コクサイ カイケイ キジュン												租税公課 ソゼイ コウカ		△ 344		法人税等（均等割）より振替 ホウジンゼイ トウ キントウワリ フリカエ

		営業利益 エイギョウ リエキ		売上総利益－販売費及び一般管理費 ウリアゲ ソウリエキ ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				売上総利益－販売費及び一般管理費－減損損失＋その他の営業収益－その他の営業費用 ウリアゲ ソウリエキ ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ ゲンソン ソンシツ タ エイギョウ シュウエキ タ エイギョウ ヒヨウ												その他 タ		30

																				計 ケイ		△ 1,183

		経常利益 ケイジョウ リエキ		営業利益＋営業外収益－営業外費用 エイギョウ リエキ エイギョウガイ シュウエキ エイギョウガイ ヒヨウ				経常利益、特別損益の概念はなく、金融収益、金融費用及び持分法による投資損益以外は、営業利益に加減 ケイジョウ リエキ トクベツ ソンエキ ガイネン キンユウ シュウエキ キンユウ ヒヨウ オヨ モチブンポウ トウシ ソンエキ イガイ エイギョウ リエキ カゲン										※2		減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 251		割引後CFとの比較 ワリビキ アト ヒカク

																				減損損失（のれん） ゲンソン ソンシツ		△ 55		非償却分を減損 ヒ ショウキャク ブン ゲンソン

		金融収益 キンユウ シュウエキ		－				受取利息、為替差益等 ウケトリ リソク カワセ サエキ トウ												計 ケイ		△ 306

		金融費用 キンユウ ヒヨウ		－				支払利息、為替差損等 シハライ リソク カワセ サソン トウ										※3		受取利息 ウケトリ リソク		95		敷金保証金を償却原価に シキキン ホショウキン ショウキャク ゲンカ

																				計 ケイ		95

																		※4		持分法による投資損失 モチブンポウ トウシ ソンシツ		△ 86		全ての共同支配企業を持分法適用に スベ キョウドウ シハイ キギョウ モチブンポウ テキヨウ

																				持分法による投資損失 モチブンポウ トウシ ソンシツ		33		持分法のれんの非償却 モチブンポウ ヒ ショウキャク

																				計 ケイ		△ 53

																		※5		法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		345		均等割を租税公課に振替 キントウワリ ソゼイ コウカ フリカエ

																				法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		132		税率変更による修正 ゼイリツ ヘンコウ シュウセイ

																				法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		349		IFRS修正に係る税効果調整 シュウセイ カカ ゼイ コウカ チョウセイ

																				計 ケイ		826



表示組替

IFRS調整



世界ランキング

				世界外食企業ランキング（上場企業）上位10社

						企業名		国名		売上高
（百万ドル）		決算期		展開ブランド

				1		McDonald's Corporation 		アメリカ		28,106		41609		McDonald's

				2		Starbucks Corporation 		アメリカ		14,892		41518		Starbucks

				3		Yum Brands Inc 		アメリカ		13,084		41609		KFC/Pizza Hut/Taco Bell、他

				4		Darden Restaurants Inc 		アメリカ		6,286		41760		Red Lobster/Olive Garden/
LongHorn Steakhouse、他

				5		AUTOGRILL SPA 		イタリア		6,207		41609		FC含む250ブランド以上を展開

				6		ゼンショーホールディングス		日本		4,679		41699		すき家/ココス/はま寿司、他

				7		Bloomin Brands Inc		アメリカ		4,129		41609		OUTBACK STEAKHOUSE
/CARRABBA'S、他

				8		ARCOS DORADOS 
HOLDINGS INCORPORATED 		アルゼンチン		4,033		41609		（中南米、カリブ海エリアの
McDonald's franchisee）

				9		Chipotle Mexican Grill, Inc. 		アメリカ		3,215		41609		Chipotle

				10		TIM HORTONS INCORPORATED		カナダ		3,162		41609		Tim Hortons、他

				（出所）各社決算資料等よりみずほ銀行産業調査部作成





						McDonald's Corporation 		(		アメリカ		)		28,106

						Starbucks Corporation 		(		アメリカ		)		14,892

						Yum Brands Inc 		(		アメリカ		)		13,084

						Darden Restaurants Inc 		(		アメリカ		)		6,286

						AUTOGRILL SPA 		(		イタリア		)		6,207

						ゼンショーホールディングス		(		日本		)		4,679

						Bloomin Brands Inc		(		アメリカ		)		4,129

						ARCOS DORADOS 
HOLDINGS INCORPORATED 		(		アルゼンチン		)		4,033

						Chipotle Mexican Grill, Inc. 		(		アメリカ		)		3,215

						TIM HORTONS INCORPORATED		(		カナダ		)		3,162



						McDonald's Corporation (アメリカ)		28,106

						Starbucks Corporation (アメリカ)		14,892

						Yum Brands Inc (アメリカ)		13,084

						Darden Restaurants Inc (アメリカ)		6,286

						AUTOGRILL SPA (イタリア)		6,207

						ゼンショーホールディングス(日本)		4,679

						Bloomin Brands Inc(アメリカ)		4,129

						ARCOS DORADOS 
HOLDINGS INCORPORATED (アルゼンチン)		4,033

						Chipotle Mexican Grill, Inc. (アメリカ)		3,215

						TIM HORTONS INCORPORATED(カナダ)		3,162





						TIM HORTONS Inc.(カナダ)		3,162

						Chipotle Mexican Grill, Inc. (アメリカ)		3,215

						ARCOS DORADOS HD Inc. (アルゼンチン)		4,033

						Bloomin Brands Inc.(アメリカ)		4,129

						ゼンショーホールディングス(日本)		4,679

						AUTOGRILL SPA (イタリア)		6,207

						Darden Restaurants Inc. (アメリカ)		6,286

						Yum Brands Inc. (アメリカ)		13,084

						Starbucks Corporation (アメリカ)		14,892

						McDonald's Corporation (アメリカ)		28,106









						TIM HORTONS Inc.		3,162

						Chipotle Mexican Grill, Inc. 		3,215

						ARCOS DORADOS HD Inc. 		4,033

						Bloomin Brands Inc.		4,129

						ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.		4,679

						AUTOGRILL SPA 		6,207

						Darden Restaurants Inc. 		6,286

						Yum Brands Inc. 		13,084

						Starbucks Corporation 		14,892

						McDonald's Corporation 		28,106





						McDonald's Corporation 		28,106

						Starbucks Corporation 		14,892

						Yum Brands Inc. 		13,084

						Darden Restaurants Inc. 		6,286

						AUTOGRILL SPA 		6,207

						ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.		4,679

						Bloomin Brands Inc.		4,129

						ARCOS DORADOS HD Inc. 		4,033

						Chipotle Mexican Grill, Inc. 		3,215

						TIM HORTONS Inc.		3,162



TIM HORTONS Inc.(カナダ)	Chipotle Mexican Grill, Inc. (アメリカ)	ARCOS DORADOS HD Inc. (アルゼンチン)	Bloomin Brands Inc.(アメリカ)	ゼンショーホールディングス(日本)	AUTOGRILL SPA (イタリア)	Darden Restaurants Inc. (アメリカ)	Yum Brands Inc. (アメリカ)	Starbucks Corporation (アメリカ)	McDonald's Corporation (アメリカ)	3162	3215	4033	4129	4679	6207	6286	13084	14892	28106	McDonald's Corporation 	Starbucks Corporation 	Yum Brands Inc. 	Darden Restaurants Inc. 	AUTOGRILL SPA 	ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.	Bloomin Brands Inc.	ARCOS DORADOS HD Inc. 	Chipotle Mexican Grill, Inc. 	TIM HORTONS Inc.	28106	14892	13084	6286	6207	4679	4129	4033	3215	3162	

基礎資料

		ＢＩ　「月別・日別推移」　→　「当月レート」　は、前月末のレートを採用 ツキベツ ヒ ベツ スイイ トウゲツ ゼンゲツ マツ サイヨウ

		閉店日　＞＝2016/03/31　（3/31以前に閉店した店舗は含まない） 　 開店日　＜＝2015/12/31（12/31以前に開店した店舗を含む）　など　　を選択 ヘイ テン テンポ フク カイテン ヒ イゼン カイテン テンポ フク

		*は取る ト

		開店、閉店の情報は、右クリックでロックする カイテン ヘイテン ジョウホウ ミギ

		⇒　2016/1/1から03/31まで、ひと月フルで営業していた店舗を対象にしている ツキ エイギョウ テンポ タイショウ

		1Q		閉店日　＞＝2018/3/31　		開店日 ＜＝2017/12/31

		2Q		閉店日　＞＝2018/06/30　		開店日 ＜＝2017/12/31

		3Q		閉店日　＞＝2018/09/30　		開店日 ＜＝2017/12/31

		4Q		閉店日　＞＝2018/12/31　		開店日 ＜＝2017/12/31

		※台湾は注意 タイワン チュウイ

		※丸亀製麺だけ絞る マ シボ

		アメリカ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		11,037,015		1,236,035,309		0		-		944,199,552		130.91%		1,085,440		887,294		122.3%		1,139		0		-		-		-		-		-		3

		2018/01		934,634		104,669,658		0		-		67,798,467		154.38%		94,437		67,217		140.5%		1,108		0		-		-		-		-		-

		2018/02		865,529		96,930,585		0		-		58,289,841		166.29%		86,893		58,009		149.8%		1,116		0		-		-		-		-		-

		2018/03		940,247		105,298,244		0		-		62,867,453		167.49%		93,828		62,064		151.2%		1,122		0		-		-		-		-		-

		2018/04		879,409		98,484,986		0		-		62,713,474		157.04%		88,931		61,268		145.2%		1,107		0		-		-		-		-		-

		2018/05		923,118		103,380,016		0		-		66,076,146		156.46%		92,310		63,938		144.4%		1,120		0		-		-		-		-		-

		2018/06		891,830		99,876,097		0		-		65,094,909		153.43%		89,438		63,065		141.8%		1,117		0		-		-		-		-		-

		2018/07		918,801		102,896,533		0		-		71,199,415		144.52%		91,340		67,966		134.4%		1,127		0		-		-		-		-		-

		2018/08		933,509		104,543,639		0		-		75,557,404		138.36%		90,175		71,798		125.6%		1,159		0		-		-		-		-		-

		2018/09		902,763		101,100,405		0		-		89,716,330		112.69%		87,740		82,737		106.0%		1,152		0		-		-		-		-		-

		2018/10		904,814		101,330,172		0		-		108,372,002		93.50%		87,870		96,758		90.8%		1,153		0		-		-		-		-		-

		2018/11		902,780		101,102,360		0		-		107,716,571		93.86%		87,338		96,159		90.8%		1,158		0		-		-		-		-		-

		2018/12		1,039,580		116,422,613		0		-		108,797,539		107.01%		95,140		96,315		98.8%		1,224		0		-		-		-		-		-

						34,334,314										30,151						1,139

						34,334

		韓国 カンコク

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		6,706,938,740		670,693,874		0		-		680,174,538		98.61%		755,090		803,853		93.9%		888		0		-		-		-		-		-		10

		2018/01		566,061,780		56,606,178		0		-		57,115,579		99.11%		66,453		66,098		100.5%		852		0		-		-		-		-		-

		2018/02		520,514,890		52,051,489		0		-		52,995,374		98.22%		60,381		61,720		97.8%		862		0		-		-		-		-		-

		2018/03		572,189,740		57,218,974		0		-		50,865,872		112.49%		66,336		59,949		110.7%		863		0		-		-		-		-		-

		2018/04		541,064,440		54,106,444		0		-		54,753,092		98.82%		60,522		65,413		92.5%		894		0		-		-		-		-		-

		2018/05		564,352,660		56,435,266		0		-		57,043,792		98.93%		63,559		68,308		93.0%		888		0		-		-		-		-		-

		2018/06		535,459,550		53,545,955		0		-		56,203,125		95.27%		60,112		67,006		89.7%		891		0		-		-		-		-		-

		2018/07		605,035,010		60,503,501		0		-		59,664,308		101.41%		68,244		70,970		96.2%		887		0		-		-		-		-		-

		2018/08		600,337,740		60,033,774		0		-		60,273,538		99.60%		67,212		71,770		93.6%		893		0		-		-		-		-		-

		2018/09		539,093,950		53,909,395		0		-		54,244,144		99.38%		58,602		64,180		91.3%		920		0		-		-		-		-		-

		2018/10		551,903,530		55,190,353		0		-		56,888,227		97.02%		61,414		67,561		90.9%		899		0		-		-		-		-		-

		2018/11		542,895,370		54,289,537		0		-		57,939,978		93.70%		59,548		68,212		87.3%		912		0		-		-		-		-		-

		2018/12		568,030,080		56,803,008		0		-		62,187,509		91.34%		62,707		72,666		86.3%		906		0		-		-		-		-		-

						5,589,116										6,292						888

						5,589

		台湾 タイワン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計				2,971,667,163										4,616,338								0		-		-		-		-		-		28

		2018/04		73,235,984		262,917,183		0		-		251,137,520		104.69%		389,494		407,124		95.7%		675		0		-		-		-		-		-

		2018/05		68,393,158		245,531,437		0		-		257,344,792		95.41%		378,505		388,993		97.3%		649		0		-		-		-		-		-

		2018/06		71,168,994		255,496,688		0		-		254,627,460		100.34%		391,780		386,317		101.4%		652		0		-		-		-		-		-

		2018/07		77,465,930		278,102,689		0		-		291,768,623		95.32%		431,510		435,155		99.2%		644		0		-		-		-		-		-

		2018/08		68,986,210		247,660,494		0		-		279,460,312		88.62%		400,710		422,766		94.8%		618		0		-		-		-		-		-

		2018/09		66,685,851		239,402,205		0		-		209,331,593		114.37%		368,591		319,832		115.2%		650		0		-		-		-		-		-

		2018/10		65,631,275		235,616,277		0		-		262,058,946		89.91%		359,469		395,002		91.0%		655		0		-		-		-		-		-

		2018/11		60,463,169		217,062,777		0		-		238,986,853		90.83%		350,028		358,597		97.6%		620		0		-		-		-		-		-

		2018/12		74,003,339		265,671,987		0		-		270,622,985		98.17%		418,034		405,124		103.2%		636		0		-		-		-		-		-

		2019/01		66,674,732		239,362,288		0		-		229,919,385		104.11%		376,272		353,655		106.4%		636		0		-		-		-		-		-

		2019/02		68,961,950		247,573,401		0		-		271,017,195		91.35%		380,474		385,962		98.6%		651		0		-		-		-		-		-

		2019/03		66,091,849		237,269,738		0		-		236,765,436		100.21%		371,471		349,155		106.4%		639		0		-		-		-		-		-

						8,844,248										13,739						644

						8,844

		ロシア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		249,820,501		489,648,182		0		-		606,340,489		80.75%		619,308		768,902		80.5%		791		0		-		-		-		-		-		7

		2018/01		23,475,281		46,011,550		0		-		37,642,492		122.23%		57,336		48,483		118.3%		802		0		-		-		-		-		-

		2018/02		23,467,768		45,996,825		0		-		41,677,393		110.36%		58,371		53,890		108.3%		788		0		-		-		-		-		-

		2018/03		28,161,829		55,197,185		0		-		55,066,665		100.24%		69,347		70,917		97.8%		796		0		-		-		-		-		-

		2018/04		29,134,888		57,104,380		0		-		51,409,079		111.08%		71,632		65,798		108.9%		797		0		-		-		-		-		-

		2018/05		28,300,303		55,468,594		0		-		51,420,349		107.87%		69,890		66,385		105.3%		794		0		-		-		-		-		-

		2018/06		29,105,898		57,047,559		0		-		51,120,385		111.59%		69,055		62,666		110.2%		826		0		-		-		-		-		-

		2018/07		26,761,752		52,453,033		0		-		47,238,507		111.04%		64,403		59,162		108.9%		814		0		-		-		-		-		-

		2018/08		25,422,365		49,827,835		0		-		46,456,545		107.26%		61,844		62,566		98.8%		806		0		-		-		-		-		-

		2018/09		11,250,390		22,050,764		0		-		56,269,767		39.19%		30,150		69,913		43.1%		731		0		-		-		-		-		-

		2018/10		12,932,184		25,347,080		0		-		59,012,452		42.95%		35,088		73,440		47.8%		722		0		-		-		-		-		-

		2018/11		11,807,845		23,143,376		0		-		56,289,703		41.11%		32,192		69,802		46.1%		719		0		-		-		-		-		-

		2018/12		0		0		0		-		52,737,152		0.00%		0		65,880		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

						6,359,067										8,043						791

						6,359

		中国 チュウゴク

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		253,847,903		4,257,029,327		0		-		4,276,874,170		99.54%		6,629,104		6,377,268		103.9%		642		0		-		-		-		-		-		69

		2018/01		21,499,479		360,546,268		0		-		354,313,915		101.76%		547,348		520,677		105.1%		659		0		-		-		-		-		-

		2018/02		19,902,231		333,760,419		0		-		317,080,764		105.26%		517,272		471,878		109.6%		645		0		-		-		-		-		-

		2018/03		21,157,732		354,815,159		0		-		340,711,334		104.14%		537,201		509,587		105.4%		660		0		-		-		-		-		-

		2018/04		20,238,475		339,399,222		0		-		339,685,662		99.92%		510,965		494,047		103.4%		664		0		-		-		-		-		-

		2018/05		20,188,411		338,559,649		0		-		350,489,524		96.60%		559,414		518,800		107.8%		605		0		-		-		-		-		-

		2018/06		21,499,488		360,546,409		0		-		380,465,857		94.76%		654,384		552,143		118.5%		551		0		-		-		-		-		-

		2018/07		24,090,931		404,004,918		0		-		401,912,616		100.52%		634,219		600,567		105.6%		637		0		-		-		-		-		-

		2018/08		23,709,415		397,606,893		0		-		391,397,135		101.59%		601,990		597,178		100.8%		660		0		-		-		-		-		-

		2018/09		20,247,900		339,557,280		0		-		340,705,766		99.66%		521,964		521,082		100.2%		651		0		-		-		-		-		-

		2018/10		20,449,485		342,937,857		0		-		340,641,385		100.67%		529,361		522,324		101.3%		648		0		-		-		-		-		-

		2018/11		19,610,734		328,872,006		0		-		339,044,797		97.00%		504,097		506,954		99.4%		652		0		-		-		-		-		-

		2018/12		21,253,622		356,423,248		0		-		380,425,416		93.69%		510,889		562,031		90.9%		698		0		-		-		-		-		-

						5,141,340										8,006						642

						5,141

		タイ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		136,089,230		485,838,550		0		-		539,844,041		90.00%		876,307		1,107,020		79.2%		554		0		-		-		-		-		-		22

		2018/01		13,421,005		47,912,987		0		-		40,074,580		119.56%		101,773		76,489		133.1%		471		0		-		-		-		-		-

		2018/02		11,488,032		41,012,276		0		-		37,324,473		109.88%		84,617		71,707		118.0%		485		0		-		-		-		-		-

		2018/03		12,723,835		45,424,091		0		-		42,611,486		106.60%		94,942		86,311		110.0%		478		0		-		-		-		-		-

		2018/04		12,840,018		45,838,865		0		-		45,051,056		101.75%		95,161		92,636		102.7%		482		0		-		-		-		-		-

		2018/05		12,432,458		44,383,875		0		-		37,668,891		117.83%		93,249		81,002		115.1%		476		0		-		-		-		-		-

		2018/06		12,305,931		43,932,174		0		-		45,718,692		96.09%		93,433		93,906		99.5%		470		0		-		-		-		-		-

		2018/07		12,344,254		44,068,987		0		-		46,736,223		94.29%		94,490		97,973		96.4%		466		0		-		-		-		-		-

		2018/08		12,112,614		43,242,032		0		-		48,688,249		88.81%		92,877		100,836		92.1%		466		0		-		-		-		-		-

		2018/09		11,428,445		40,799,549		0		-		49,654,757		82.17%		86,171		101,589		84.8%		473		0		-		-		-		-		-

		2018/10		5,156,638		18,409,197		0		-		46,566,077		39.53%		39,594		96,613		41.0%		465		0		-		-		-		-		-

		2018/11		7,520,459		26,848,037		0		-		46,014,052		58.35%		0		94,430		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

		2018/12		12,315,541		43,966,481		0		-		53,735,506		81.82%		0		113,528		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

						1,840,298										3,319						554

						1,840

		カンボジア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		723,052		80,974,591		0		-		79,876,540		101.37%		174,243		162,171		107.4%		465		0		-		-		-		-		-		1

		2018/01		60,902		6,820,403		0		-		5,835,079		116.89%		16,075		11,579		138.8%		424		0		-		-		-		-		-

		2018/02		54,361		6,087,933		0		-		5,431,325		112.09%		14,896		10,550		141.2%		409		0		-		-		-		-		-

		2018/03		61,330		6,868,311		0		-		6,083,072		112.91%		16,130		11,790		136.8%		426		0		-		-		-		-		-

		2018/04		62,016		6,945,199		0		-		6,234,230		111.40%		15,308		12,235		125.1%		454		0		-		-		-		-		-

		2018/05		55,382		6,202,267		0		-		6,263,222		99.03%		13,486		12,003		112.4%		460		0		-		-		-		-		-

		2018/06		57,645		6,455,609		0		-		6,783,814		95.16%		14,438		13,411		107.7%		447		0		-		-		-		-		-

		2018/07		55,777		6,246,474		0		-		7,030,093		88.85%		13,565		14,230		95.3%		460		0		-		-		-		-		-

		2018/08		61,259		6,860,382		0		-		7,381,441		92.94%		13,868		17,560		79.0%		495		0		-		-		-		-		-

		2018/09		56,863		6,368,142		0		-		6,971,815		91.34%		12,830		16,316		78.6%		496		0		-		-		-		-		-

		2018/10		66,844		7,485,806		0		-		7,285,194		102.75%		15,078		8,131		185.4%		496		0		-		-		-		-		-

		2018/11		61,908		6,933,024		0		-		7,221,156		96.01%		13,870		16,264		85.3%		500		0		-		-		-		-		-

		2018/12		68,765		7,701,041		0		-		7,356,099		104.69%		14,699		18,102		81.2%		524		0		-		-		-		-		-

						6,747,883										14,520						465

						6,748



		フィリピン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		69,533,573		157,145,876		0		-		51,237,143		306.70%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-		1

		2018/01		5,292,606		11,961,289		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/02		5,112,480		11,554,205		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/03		5,498,906		12,427,527		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/04		5,373,300		12,143,657		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/05		5,335,998		12,059,355		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/06		5,364,759		12,124,355		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/07		5,704,955		12,893,197		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/08		5,886,499		13,303,488		0		-		6,529,648		203.74%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/09		5,779,436		13,061,526		0		-		10,703,669		122.03%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/10		6,103,613		13,794,166		0		-		10,936,373		126.13%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/11		7,099,325		16,044,475		0		-		10,674,562		150.31%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/12		6,981,697		15,778,635		0		-		12,392,892		127.32%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

						13,095,490										0						ERROR:#DIV/0!

						13,095



				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン				検算 ケンザン

				アメリカ (本土・ハワイ） ホンド		34,334		30,151		1,139				30,151		0				9364837.1399935

				韓国 カンコク		5,589		6,292		888				6,292		0				16312.6546754795

				台湾 タイワン		8,844		13,739		644				13,739		0

				カンボジア		6,748		14,520		465				14,520		0

				ロシア（持分）		6,359		8,043		791				8,043		0

				中国（持分） チュウゴク モチブン		5,141		8,006		642				8,006		0

				タイ（持分）		1,840		3,319		554				3,319		0



				日本 ニホン		9,364		16,312		574				16,314		(2)



				Overseas Marugame Seimen brand　Basic information						(Monthly data per store)

						Sales
 (1,000 yen)		# of Guests
 (person)		Sales per Guest
 (yen)

				USA		34,334		30,151		1,139

				South Korea		5,589		6,292		888

				Taiwan (ROC)		8,844		13,739		644

				Cambodia		6,748		14,520		465

				Russia<JV>		6,359		8,043		791

				China(PRC) <JV>		5,141		8,006		642

				Thailand <JV>		1,840		3,319		554



				Japan		9,364		16,312		574

				過去データ カコ

				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン

				アメリカ		26,129		27,025		967

				韓国 カンコク		5,290		7,119		743

				台湾 タイワン		11,937		22,143		539

				ロシア（持分）		7,198		9,602		750

				中国（持分） チュウゴク モチブン		7,092		11,545		614

				タイ（持分）		2,457		4,910		500



				日本 ニホン		9,000		16,393		548







				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン

				アメリカ		31,554		31,756		994

				韓国 カンコク		6,005		7,465		804

				台湾 タイワン		16,033		24,226		662

				ロシア（持分）		7,736		10,644		727

				中国（持分） チュウゴク モチブン		8,479		12,302		689

				タイ（持分）		3,160		5,895		536



				日本 ニホン		8,836		16,213		545









Sheet8

		ＢＩ　「月別・日別推移」　→　「当月レート」　は、前月末のレートを採用

		閉店日　＞＝2016/03/31　（3/31以前に閉店した店舗は含まない） 　 開店日　＜＝2015/12/31（12/31以前に開店した店舗を含む）　など　　を選択

		*は取る

		開店、閉店の情報は、右クリックでロックする

		⇒　2016/1/1から03/31まで、ひと月フルで営業していた店舗を対象にしている

		1Q		閉店日　＞＝2019/3/31　		開店日 ＜＝2018/12/31

		2Q		閉店日　＞＝2019/06/30　		開店日 ＜＝2018/12/31

		3Q		閉店日　＞＝2019/09/30　		開店日 ＜＝2018/12/31

		4Q		閉店日　＞＝2019/12/31　		開店日 ＜＝2018/12/31

		※台湾は注意

		※丸亀製麺だけ絞る

		アメリカ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		3,775,772		420,005,085		0		-		305,840,278		137.33%		337,051		275,982		122.1%		1,246		0		-		-		-		-		-		5

		2019/01		1,330,758		146,330,201		0		-		103,856,746		140.90%		119,232		95,555		124.8%		1,227		0		-		-		-		-		-

		2019/02		1,184,941		132,559,354		0		-		96,738,622		137.03%		106,025		86,846		122.1%		1,250		0		-		-		-		-		-

		2019/03		1,260,073		141,115,529		0		-		105,244,911		134.08%		111,794		93,581		119.5%		1,262		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						28,000,339										22,470						1,246

						28,000

		韓国

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		1,580,603,090		158,813,746		0		-		166,848,993		95.18%		168,792		193,299		87.3%		941		0		-		-		-		-		-		10

		2019/01		531,204,040		53,226,645		0		-		56,384,924		94.40%		56,111		66,028		85.0%		949		0		-		-		-		-		-

		2019/02		497,843,510		50,431,548		0		-		53,101,644		94.97%		52,356		60,794		86.1%		963		0		-		-		-		-		-

		2019/03		551,555,540		55,155,554		0		-		57,362,425		96.15%		60,325		66,477		90.7%		914		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						5,293,792										5,626						941

						5,294

		台湾

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		232,899,909		816,303,255		0		-		758,783,227		107.58%		1,329,643		1,181,087		112.6%		614		0		-		-		-		-		-		31

		2019/04		73,674,211		265,227,160		0		-		261,160,848		101.56%		416,169		386,621		107.6%		637		0		-		-		-		-		-

		2019/05		75,733,337		260,522,679		0		-		238,959,394		109.02%		427,957		385,683		111.0%		609		0		-		-		-		-		-

		2019/06		83,492,361		290,553,416		0		-		258,662,985		112.33%		485,517		408,783		118.8%		598		0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

		2020/01																						0		-		-		-		-		-

		2020/02																						0		-		-		-		-		-

		2020/03																						0		-		-		-		-		-

						8,777,454										14,297						614

						8,777

		ロシア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計																						0		-		-		-		-		-		7

		2019/01																						0		-		-		-		-		-

		2019/02																						0		-		-		-		-		-

		2019/03																						0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						0										0						ERROR:#DIV/0!

						0

		中国

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		69,477,772		1,162,673,494		0		-		1,061,504,165		109.53%		1,630,424		1,625,313		100.3%		713		0		-		-		-		-		-		82

		2019/01		24,548,265		406,273,781		0		-		355,683,668		114.22%		572,525		567,131		101.0%		710		0		-		-		-		-		-

		2019/02		20,942,029		354,129,712		0		-		339,296,373		104.37%		481,953		503,492		95.7%		735		0		-		-		-		-		-

		2019/03		23,987,478		402,270,001		0		-		366,524,124		109.75%		575,946		554,690		103.8%		698		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						4,726,315										6,628						713

						4,726

		タイ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		34,435,354		123,136,542		0		-		136,646,473		90.11%		253,698		284,956		89.0%		485		0		-		-		-		-		-		24

		2019/01		11,696,125		41,638,205		0		-		46,666,141		89.23%		86,060		99,389		86.6%		484		0		-		-		-		-		-

		2019/02		10,642,945		38,314,601		0		-		42,171,387		90.85%		78,347		86,202		90.9%		489		0		-		-		-		-		-

		2019/03		12,096,285		43,183,736		0		-		47,808,945		90.33%		89,291		99,365		89.9%		484		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						1,710,230										3,524						485

						1,710

		カンボジア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		212,624		23,661,393		0		-		19,685,795		120.20%		44,272		47,403		93.4%		534		0		-		-		-		-		-		1

		2019/01		70,102		7,708,390		0		-		6,646,907		115.97%		14,847		15,975		92.9%		519		0		-		-		-		-		-

		2019/02		67,257		7,524,062		0		-		6,105,202		123.24%		14,023		14,947		93.8%		537		0		-		-		-		-		-

		2019/03		75,265		8,428,942		0		-		6,933,686		121.57%		15,402		16,481		93.5%		547		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						7,887,131										14,757						534

						7,887



		フィリピン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		63,548,033		143,724,744		0		-		52,754,174		272.44%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-		4

		2019/01		20,170,105		45,181,036		0		-		11,837,618		381.67%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/02		12,739,773		29,301,477		0		-		13,061,748		224.33%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/03		30,638,155		69,242,230		0		-		27,854,807		248.58%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/04														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/05														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/06														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/07														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/08														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/09														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/10														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/11														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/12														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

						11,977,062										0						ERROR:#DIV/0!

						11,977



				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)				検算

				アメリカ (本土・ハワイ）		28,000		22,470		1,246				22,470		0				9364837.1399935

				韓国		5,294		5,626		941				5,626		0				16312.6546754795

				台湾		8,777		14,297		614				14,297		0

				カンボジア		7,887		14,757		534				14,757		0

				ロシア（持分）		0		0		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				中国（持分）		4,726		6,628		713				6,628		0

				タイ（持分）		1,710		3,524		485				3,524		0



				日本		9,813		17,685		555				17,681		4



				Overseas Marugame Seimen brand　Basic information						(Monthly data per store)

						Sales
 (1,000 yen)		# of Guests
 (person)		Sales per Guest
 (yen)

				USA		28,000		22,470		1,246

				South Korea		5,294		5,626		941

				Taiwan (ROC)		8,777		14,297		614

				Cambodia		7,887		14,757		534

				China(PRC) <JV>		4,726		6,628		713

				Thailand <JV>		1,710		3,524		485



				Japan		9,813		17,685		555

				過去データ

				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)

				アメリカ		26,129		27,025		967

				韓国		5,290		7,119		743

				台湾		11,937		22,143		539

				ロシア（持分）		7,198		9,602		750

				中国（持分）		7,092		11,545		614

				タイ（持分）		2,457		4,910		500



				日本		9,000		16,393		548







				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)

				アメリカ		31,554		31,756		994

				韓国		6,005		7,465		804

				台湾		16,033		24,226		662

				ロシア（持分）		7,736		10,644		727

				中国（持分）		8,479		12,302		689

				タイ（持分）		3,160		5,895		536



				日本		8,836		16,213		545









株主還元

				配当の推移

						2012年3月期		2014年
3月期		2015年
3月期		2016年
3月期		2017年
3月期		2018年
3月期		2019年
3月期		2020年
3月期
(予想) ヨソウ

				1株当たりの
年間配当額 ア		15円50銭		8円00銭		10円00銭		24円00銭		26円00銭		26円50銭		1円50銭		12円50銭

				配当性向		19.90%		37.00%		20.50%		19.90%		20.00%		24.68%		24.10%		20.56%



																										株主優待の内容

																										保有株式数		優待内容		継続保有優遇 ケイゾク ホユウ ユウグウ

																										実施回数 ジッシ カイスウ		年2回 ネン カイ		左記に追加 サキ ツイカ		年2回 ネン カイ

																										100株以上～200株未満		4,000円相当の割引券 ワリビキケン				ー

																										200株以上～500株未満		4,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン

																										500株以上～1,000株未満		10,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン

																										1,000株以上		15,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン



				Changes in Dividends

						Year ended March 31, 2012		Year ended March 31, 2014		Year ended March 31, 2015		Year ended March 31, 2016		Year ended March 31, 2017		Year ended March 31, 2018		Year ended March 31, 2019		Year ended March 31, 2020
(estimated)

				Annual dividend per share		15.50yen		8.00yen		10.00yen		24.00yen		26.00yen		26.50yen		1.50yen		12.50yen																Annual dividend per share

				Dividend payout ratio		19.90%		37.00%		20.50%		19.90%		20.00%		20.00%		24.10%		20.56%																Dividend payout ratio



																										Shareholder incentives

																										Number of shares		Incentive		Preferential treatment for continuous holding

																										The number of times		Twice a year		Twice a year						Shareholder incentives

																										100 - 200		4,000 yen value coupon 		Add to left		-				Shareholder incentives

																										200 - 500		4,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 

																										500 - 1,000		10,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 

																										1,000+  		15,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 





丸亀製麺　既存店

																																				Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar

						2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		2018年
3月期 ネン ガツキ		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		10月																												2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月 ガツ		2月		3月		4月 ガツ		5月 ガツ		6月

						FY 2015		FY 2016		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep						FY 2015		FY 2016		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun

						FY 2015		FY 2016		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		FY 2017 		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月						FY 2015		FY 2016		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar

				Net Sales		106.7%		103.8%		104.8%		105.2%		107.0%		110.2%		104.2%		105.1%		100.6%		100.5%		107.6%		103.2%		103.1%		101.1%		104.4%		103.3%		94.4%		97.9%		96.3%		95.2%		92.2%		96.5%		101.8%		96.3%		97.6%		96.8%		99.6%		96.7%		110.1%		105.7%		103.0%		106.2%		111.3%						2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月

				# of guests - Head count		101.8%		103.0%		104.1%		102.5%		102.5%		104.2%		98.6%		101.4%		99.1%		98.6%		101.7%		99.7%		99.5%		98.2%		100.8%		97.6%		91.0%		95.2%		99.8%		97.5%		93.0%		93.9%		99.6%		96.1%		94.9%		96.6%		98.7%		99.0%		122.6%		106.6%		99.3%		104.1%		111.5%				売上 ウリアゲ		106.7%		103.8%		104.4%		103.3%		94.4%		97.9%		96.3%		95.2%		92.2%		96.5%		101.8%		96.3%								97%		110%		106%

				Sales per guest  - Average soend per head		106.7%		100.9%		100.7%		102.6%		104.4%		105.8%		105.7%		103.7%		101.5%		101.9%		105.8%		103.5%		103.7%		102.9%		103.5%		105.8%		103.8%		102.9%		96.5%		97.7%		99.1%		102.8%		102.2%		100.2%		102.9%		100.2%		100.9%		97.7%		89.8%		99.1%		103.7%		101.9%		99.9%				客数 キャクスウ		101.8%		103.0%		100.8%		97.6%		91.0%		95.2%		99.8%		97.5%		93.0%		93.9%		99.6%		96.1%								99%		123%		107%
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				FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018.2Q

				8,084,319		8,375,678		8,820,127		9,151,859		9,515,486		9,393,999

				8,084		8,376		8,820		9,152		9,515		9,394

												117.7%		112.2%

												1,431

				2013.04-2014.03		2014.04-2015.03		2015.04-2016.03		2016.04-2017.03		2017.04-2018.03		2018.04-2019.03

				2014年
3月期 ネン ガツキ		2015年
3月期 ネン ガツキ		2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		2019年
3月期3Q ネン ガツキ

				8,084,319		8,375,678		8,821,908		9,153,590		9,517,802		9290333.95227737

				8,084		8,376		8,822		9,154		9,518		9,290

												117.7%		114.9%

												1,433,483		1,206,015

				FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018.2Q

				2014年
3月期 ネン ガツキ		2015年
3月期 ネン ガツキ		2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		2019年
3月期3Q ネン ガツキ



2014年	
3月期	2015年	
3月期	2016年	
3月期	2017年	
3月期	2018年	
3月期	2019年	
3月期3Q	8084.3188461100035	8375.6776849462367	8821.9075525010794	9153.5900605864608	9517.8017006252685	9290.3339522773695	

IFRS16

				大きな変更点は、これまでのファイナンス・リースとオペレーティング・リースという分類がなくなり、あらゆるリースが資産計上されることだ。その結果、莫大な金額のリースが企業会計上に表面化することとなる。さらに、損益計算書上では、ほとんどのオペレーティング・リースの初期の影響が大きくなる。つまり、リースの初期費用が上がる。



				2019年の新基準適用以降、上場企業は2017年と18年の財務諸表にさかのぼって新基準適用を求められることとなる。非上場企業に関しても、同様に2018年と19年にさかのぼって適用となる。

				BS												ＰＬ

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				資産 シサン		○						○●				売上 ウリアゲ

				負債 フサイ		○						○●				販管費 ハ				●

																ＥＢＩＴＤＡ

				簿外 ボガイ				●								減価償却 ゲンカ ショウキャク		○						○●

																営業利益 エイギョウ リエキ

																財務費用 ザイム ヒヨウ		○						○●

																税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ





Sheet2

																								（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS（2019/4/1）※												ＰＬ(2019/4/1～2020/3/31)※

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								84,530				売上 ウリアゲ

				リース資産 シサン		5,658										販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン				15,443

				リース負債 フサイ		3,536						82,407				ＥＢＩＴＤＡ

																減価償却 ゲンカ ショウキャク		○						14,584

				簿外 ボガイ				●								営業利益 エイギョウ リエキ

																財務費用 ザイム ヒヨウ		○						498

																税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ



				BS（新規計上額）※ シンキ ケイジョウ ガク

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								78,872

				リース資産 シサン		○

				リース負債 フサイ		○						78,872



				簿外 ボガイ				●

				※IFRS16影響額に関しましては、将来期間の為替レートが不明、減損が未確定、社宅データが最新のものではないなど、

				数値の変動要素はありますので、その点はご留意ください。





Sheet3

																								（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS（2019/4/1）												ＰＬ(2019/4/1～2020/3/31)

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								84,530				売上 ウリアゲ

				リース資産 シサン		5,658										販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン				15,443

				リース負債 フサイ		3,536						82,407				ＥＢＩＴＤＡ

																減価償却 ゲンカ ショウキャク								14,584

				BS（新規計上額） シンキ ケイジョウ ガク												営業利益 エイギョウ リエキ

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン				財務費用 ザイム ヒヨウ								498

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース				税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ

				使用権資産 シヨウケン シサン								78,872

				リース資産 シサン

				リース負債 フサイ								78,872

				※IFRS16影響額に関しましては、将来期間の為替レートが不明、減損が未確定、社宅データが最新のものではないなど、

				数値の変動要素はありますので、その点はご留意ください。





Sheet6

																				（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS期首影響額 キシュ エイキョウガク										ＰＬ影響額(2019/4/1～2019/6/30) エイキョウガク

						旧会計基準(2019/3/31現在) キュウ カイケイ キジュン ゲンザイ		新基準により
追加的に認識(2019/4/1現在) シン キジュン ツイカテキ ニンシキ ゲンザイ		合計 ゴウケイ						旧会計基準 キュウ		IFRS16
影響額 エイキョウガク		新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース

				使用権資産 シヨウケン シサン				78,094		78,094				売上 ウリアゲ		39,212		0		39,212

				有形リース資産(期末帳簿価額) ユウケイ シサン キマツ チョウボ カガク		2,364				2,364				販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン		4,555		-3,735		819

				リース負債 フサイ		3,536		79,928		83,464				ＥＢＩＴＤＡ		3,653		3,624		7,277

				利益剰余金の減少(税効果会計等考慮後) リエキ ジョウヨキン ゲンショウ ゼイ コウカ カイケイ トウ コウリョ ゴ				880		880				減価償却 ゲンカ ショウキャク		1,126		3,624		4,751

														営業利益 エイギョウ リエキ		1,940		111		2,051

														金融費用 キンユウ ヒヨウ		345		124		469

														税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ		1,382		-13		1,369
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3月 ネン ガツ		2020年
3月 ネン ガツ		2021年
3月 ネン ガツ		2022年
3月 ネン ガツ								2026年
3月 ネン ガツ				2019年
3月 ネン ガツ		2020年
3月 ネン ガツ		2021年
3月 ネン ガツ		2022年
3月 ネン ガツ				2026年
3月 ネン ガツ
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3月	2020年	
3月	2021年	
3月	2022年	
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Sheet7

				現状 ゲンジョウ												修正案 シュウセイ アン

						店舗数 テンポ スウ		売上（億円） ウリアゲ オク エン		売上（億円）
/店 ウリアゲ オク エン テン		月商（万円）
/店 ゲツ ショウ マン エン テン						店舗数 テンポ スウ		売上（億円） ウリアゲ オク エン		売上（億円）
/店 ウリアゲ オク エン テン		月商（万円）
/店 ゲツ ショウ マン エン テン

				北米 ホクベイ		1,000		1,000		1.0		833				北米 ホクベイ		1,000		1,000		1.0		833

				中南米 チュウナンベイ		200		100		0.5		417				中南米 チュウナンベイ		200		150		0.8		625

				欧州(+中東） オウシュウ チュウトウ		500		50		0.1		83		⇒		欧州(+中東） オウシュウ チュウトウ		500		350		0.7		583

				アジア		2,300		1,350		0.6		489				アジア		2,000		1,250		0.6		521

				日本 ニホン		2,000		2,500		1.3		1,042				日本 ニホン		2,000		2,000		1.0		833

																　TDJ以外 イガイ		300		250		0.8		694

						6,000		5,000		0.8		694						6,000		5,000		0.8		694
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				連結PL (IFRS) レンケツ

						第2四半期 ダイ シハンキ						計画 ケイカク								前年同期 マエ ネン ドウキ キ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネンヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		80,017		100.0%		111.2%		77,748		100.0%		102.9%				71,980		100.0%

				事業利益 ジギョウ リエキ		5,840		7.3%		132.9%		3,651		4.7%		160.0%				4,393		6.1%

				EBITDA		15,499		19.4%		231.2%		13,793		17.7%		112.4%				6,705		9.3%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		15,560		19.4%		226.4%		14,093		18.1%		110.4%				6,872		9.5%

				営業利益 エイギョウ リエキ		5,084		6.4%		123.3%		3,359		4.3%		151.4%				4,122		5.7%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		4,100		5.1%		99.3%		3,073		4.0%		133.4%				4,127		5.7%

				四半期利益 シハンキ リエキ		2,601		3.3%		89.0%		2,009		2.6%		129.5%				2,923		4.1%				←値張り注意 アタイ バ チュウイ

				親会社の所有者に帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウ キ リエキ		2,569		3.2%		87.1%		1,948		2.5%		131.9%				2,948		4.1%



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		108.5%		47,039		100.0%		104.6%				45,346		100.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%				←　自動リンク ジドウ







				Consolidated PL (IFRS)																												Planned（計画した・された）　

						2Q FY 2019 						2Q FY 2019 (forecast) 								Previous period												一語だけでは違和感がありますがいかがでしょうか

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 				Amount		% to Revenue

				Revenue		80,017		100.0%		111.2%		77,748		100.0%		102.9%				71,980		100.0%										上期計画　H1 2018 (forecast) 

				Contribution margin		5,840		7.3%		132.9%		3,651		5%		160.0%				4,393		6.1%

				EBITDA		15,499		19.4%		231.2%		13,793		18%		112.4%				6,705		9.3%

				Adjusted EBITDA		15,560		19.4%		226.4%		14,093		18.1%		110.4%				6,872		9.5%										売上費　% to Sales 

				Operating profit		5,084		6.4%		123.3%		3,359		4.3%		151.4%				4,122		5.7%

				Profit before tax		4,100		5.1%		99.3%		3,073		4.0%		133.4%				4,127		5.7%										計画比 % to Plan 

				Profit for the year		2,601		3.3%		89.0%		2,009		2.6%		129.5%				2,923		4.1%

				Profit for the year attributable to owners of the parents		2,569		3.2%		87.1%		1,948		2.5%		131.9%				2,948		4.1%										前年比 YoY



				Marugameseimen segment																												英語では、表記の統一が重要になります。

				Revenue		49,183		100%		108.5%		47,039		100%		104.6%				45,346		100%										Pnanned(FY2018 2Q)

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%										 (2Q 2018) と期が前に来ます。

				Overseas segment																												カッコの前後には半角スペースが必要です。

				Revenue		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%





















4Q1



				連結PL (IFRS) レンケツ

						当期 トウキ										計画 ケイカク								前期 ゼンキ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		進捗率 シンチョク リツ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネンヒ				※値張りがあるので、計算式をチェック アタイ バ ケイサン シキ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		116,504		100.0%		49,660		100.0%		114.5%		112,233		100.0%		103.8%				101,779		100.0%		114.5%

				EBITDA		11,745		10.1%		-		-		-		-		-		-				12,167		12.0%		96.5%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		12,362		10.6%		-		-		96%		14,057		12.5%		87.9%				12,934		12.7%		95.6%

				営業利益 エイギョウ リエキ		7,635		6.6%		4,490		9.0%		88.6%		8,851		7.9%		86.3%				8,619		8.5%		88.6%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		7,175		6.2%		4,380		8.8%		84.8%		8,993		8.0%		79.8%				8,466		8.3%		84.8%

				当期利益 トウキ リエキ		4,663		4.0%		2,800		5.6%		83.5%		5,968		5.3%		78.1%				5,585		5.5%		83.5%				78.1%		※値張り アタイ バ

				親会社の所有者に帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウ キ リエキ		4,665		4.0%		2,810		5.7%		82.8%		5,970		5.3%		78.1%				5,631		5.5%		82.8%				78.1%		※値張り アタイ バ



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		49,660		100.0%		57.5%		89,306		100.0%		55.1%				85,598		100.0%		57.5%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		7,832		6.7%		-		-		-		14,913		-		-				13,674		13.4%		57.3%				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		49,660		100.0%		287.0%		6,876		100.0%		243.2%				5,826		100.0%		287.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		2,352		2.0%		-		-		-		366		-		-				363		0.4%		647.9%				←　自動リンク ジドウ

										　







				Consolidated PL (IFRS)

						FY 2017										FY 2017 Plan								Previous period

						Amount		Ratio to
Revenue		Planned		Ratio to
Revenue		Ratio to
Plannede		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Planned				Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		116,504		100.0%		49,660		100.0%		114.5%		112,233		100.0%		103.8%		0		101,779		100.0%		114.5%

				EBITDA		11,745		10.1%		-		-		-		-		-		-		0		12,167		12.0%		96.5%

				Adjusted EBITDA		12,362		10.6%		-		-		96%		14,057		12.5%		87.9%		0		12,934		12.7%		95.6%

				Operating profit		7,635		6.6%		4,490		9.0%		88.6%		8,851		7.9%		86.3%		0		8,619		8.5%		88.6%

				Profit before tax		7,175		6.2%		4,380		8.8%		84.8%		8,993		8.0%		79.8%		0		8,466		8.3%		84.8%

				Profit for the year		4,663		4.0%		2,800		5.6%		83.5%		5,968		5.3%		78.1%		0		5,585		5.5%		83.5%

				Profit for the year attributable to owners of the parents		4,665		4.0%		2,810		5.7%		82.8%		5,970		5.3%		78.1%		0		5,631		5.5%		82.8%

				Marugameseimen segment

				Revenue		49,183		100.0%		49,660		100.0%		57.5%		89,306		100.0%		55.1%		0		85,598		100.0%		57.5%

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		6.7%		-		-		-		14,913		-		-		0		13,674		13.4%		57.3%

				Overseas segment

				Revenue		16,720		100.0%		49,660		100.0%		287.0%		6,876		100.0%		243.2%		0		5,826		100.0%		287.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		2,352		2.0%		-		-		-		366		-		-		0		363		0.4%		647.9%





4Q



				連結PL (IFRS) レンケツ

						当期 トウキ						計画 ケイカク								前期 マエ ドウキ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		145,022		100.0%		124.5%		144,673		100.0%		100.2%				116,504		100.0%		124.5%

				EBITDA		8,671		6.0%		73.8%		-		-		-				11,745		10.1%		73.8%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		12,402		8.6%		100.3%		-		-		-				12,362		10.6%		100.3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		2,302		1.6%		30.2%		4,710		3.3%		48.9%				7,635		6.6%		30.2%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		1,337		0.9%		18.6%		4,219		2.9%		31.7%				7,175		6.2%		18.6%

				当期利益 トウキ リエキ		221		0.2%		4.7%		3,017		2.1%		7.3%				4,663		4.0%		4.7%				←値張り注意 アタイ バ チュウイ

				親会社の所有者に帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウ キ リエキ		267		0.2%		5.7%		3,105		2.1%		8.6%				4,665		4.0%		5.7%



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		108.5%		47,039		100.0%		104.6%				45,346		100.0%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%		0.0%				←　自動リンク ジドウ







				Consolidated PL (IFRS)																														Planned（計画した・された）　

						FY 2019 						Full -year forecast								FY 2018														一語だけでは違和感がありますがいかがでしょうか

						Millions of yen		Ratio to revenue		YoY change		Millions of yen		Ratio to revenue		Ratio to budget				Millions of yen		Ratio to revenue		YoY change

				Revenue		145,022		100.0%		124.5%		144,673		100.0%		100.2%				116,504		100.0%		124.5%										上期計画　H1 2018 (forecast) 

				EBITDA		8,671		6.0%		73.8%		-		-		-				11,745		10.1%		73.8%

				Adjusted EBITDA		12,402		8.6%		100.3%		-		-		-				12,362		10.6%		100.3%										売上費　% to Sales 

				Operating profit		2,302		1.6%		30.2%		4,710		3.3%		48.9%				7,635		6.6%		30.2%

				Profit before tax		1,337		0.9%		18.6%		4,219		2.9%		31.7%				7,175		6.2%		18.6%										計画比 % to Plan 

				Profit for the year		221		0.2%		4.7%		3,017		2.1%		7.3%				4,663		4.0%		4.7%

				Profit for the year attributable to owners of the parents		267		0.2%		5.7%		3,105		2.1%		8.6%				4,665		4.0%		5.7%										前年比 YoY



				Marugameseimen segment																														英語では、表記の統一が重要になります。

				Revenue		49,183		100%		108.5%		47,039		100%		104.6%				45,346		100%		0.0%										Pnanned(FY2018 2Q)

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%		0.0%										 (2Q 2018) と期が前に来ます。

				Overseas segment																														カッコの前後には半角スペースが必要です。

				Revenue		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%		0.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%		0.0%





















丸亀PL



				※項目　丸亀製麺を更新すれば他のセグメントもリンク コウモク マ コウシン タ																																																				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期 ダイ シハンキ						計画 ケイカク										前年同期 ゼンネン ドウキ																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキ ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキ ヒ																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		108.5%		47,039		100.0%		104.6%		104.6%				45,346		100.0%		108.5%																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%		117.8%				6,595		14.5%		118.8%		1,237																												税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Marugameseimen segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		49,183		100%		108.5%		47,039		100%		104.6%		104.6%				45,346		100%		108.5%										19,324		-		254.5%

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%		117.8%				6,595		14.5%		118.8%										14,576		75.4%		53.7%























とん一PL



																																																								その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				豚屋とん一セグメントPL  ブタ ヤ イチ																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期						計画										前年同期																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		1,827		100.0%		95.5%		1,940		100.0%		94.2%		94.2%				1,913		100.0%		95.5%																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ		55		3.0%		-		29		1.5%		188.2%		-				△ 11		-		-500.0%		66																												税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Butaya tonichi segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		1,827		100.0%		95.5%		1,940		100.0%		94.2%		94.2%				1,913		100.0%		95.5%										19,324		-		9.5%

				Operating profit of Butaya tonichi segment		55		3.0%		-		29		1.5%		2		-				△ 11		-		-500.0%										14,576		75.4%		0.4%























カフェPL



																																																								その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				カフェセグメントPL 																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期						計画										前年同期																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		2,595		100.0%		149.0%		2,278		100.0%		113.9%		113.9%				1,742		100.0%		149.0%																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ		116		4.5%		-		94		4.1%		123.4%		-				69		-		168.1%		47																												税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Butaya tonichi segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		2,595		100.0%		149.0%		2,278		100.0%		113.9%		113.9%				1,742		100.0%		149.0%										19,324		-		13.4%

				Operating profit of Butaya tonichi segment		116		4.5%		-		94		4.1%		1		-				69		-		168.1%										14,576		75.4%		0.8%























海外ＰＬ

				海外事業セグメントＰＬ カイガイ ジギョウ

						第2四半期						計画										前年同期

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%		102.0%				14,906		100.0%		112.2%

				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%		124.5%				1,695		11.4%		138.8%		657







				Overseas segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%		102.0%				14,906		100.0%		112.2%

				Operating profit of Overseas segment		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%		124.5%				1,695		11.4%		138.8%

















店舗数



								2019年
3月末 ネン ガツ マツ		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								出店		退店		2019年
9月末 ネン ガツ マツ

										1Q		2Q		3Q		4Q

				国内 コクナイ				1,103		7		0		-2		-4		36		16		1,123

						内、丸亀製麺 ウチ		817		7				-2		-4		11		4		824

				海外 カイガイ				575		-1				1		1		61		34		602

				合 計 ゴウ ケイ				1,678		6		0		-1		-3		97		50		1,725





								2019
Mar		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								Open		Close		2019
June

										1Q		2Q		3Q		4Q

				Domestic				1,103		7		0		(2)		(4)		36		16		1,123

						Marugame Seimen		817		7		0		(2)		(4)		11		4		824

				Overseas				575		(1)		0		1		1		61		34		602

				Total				1,678		6		0		(1)		(3)		97		50		1,725



















国内店舗数

				国内 コクナイ

				運営業態 ウンエイ ギョウタイ						2019年
3月末 ネン ガツ マツ		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								累計 ルイケイ				2019年
9月末 ネン ガツ マツ

												1Q		2Q		3Q		4Q		出店 シュッテン		退店 タイ テン

				丸亀製麺（うどん） マルガメ セイメン						817		5		1		2		-3		11		4		824

						RS				637		7				-2		-4		4		3		638

						SC				180		-2		1		4		1		7		1		186

				とりどーる（焼き鳥） ヤ トリ						15		-1		-1						0		2		13

				豚屋とん一等（豚カツ・トンテキ） ブタ ヤ イチ トウ トン						53										1		0		54

				丸醤屋（ラーメン） マル ジャン ヤ						11								-1		0		1		10

				長田本庄軒（焼きそば） ナ ヤ						10										2		0		12

				コナズ珈琲等（カフェ） コーヒー トウ						29										4		0		33

				天ぷらまきの（天ぷら定食） テン テン テイショク						11										5		0		16

				晩杯屋（立ち飲み） ※1 バン ハイ ヤ タ ノ						49										0		4		45

				ずんどう屋（ラーメン） ヤ						45										3		0		48

				その他 タ						63		-1				1		1		10		5		68				出店 シュッテン		ヤマキ 7、鳥八代 １、いぶき １、福はうち １ トリ ハチダイ フク

				合 計 ゴウ ケイ						1,103		3		0		3		-3		36		16		1,123				退店 タイテン		Collective 2、麺屋どおり １、ヤマキ ２、 メン ヤ









				Domestic

				Brands						Mar
2019		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								During period				Sep
2019								Roadside locations "roadside"は一語です。

												1Q		2Q		3Q		4Q		Open		Close

				Marugame Seimen (Udon)						817		5		1		2		-3		11		4		824								Mall locations/Shopping center locaitons

						Roadside locations				637		7		0		-2		-4		4		3		638

						Shopping center locaitons				180		-2		1		4		1		7		1		186								ショッピングセンターは固有名詞ではないので

				Toridoll (Yakitori)						15		-1		-1		0		0		0		2		13								最初だけ大文字です。

				Butaya Tonichi （Tonkatsu,tonteki）						53		0		0		0		0		1		0		54								とんいちの表記の揺らぎを統一する必要があります

				Marushoya (Ramen)						11		0		0		0		-1		0		1		10

				Nagatahonjoken (Yakisoba)						10		0		0		0		0		2		0		12

				Kona's CoffeeRoasted（Cafe）						29		0		0		0		0		4		0		33

				Makino（Tenpura）						11		0		0		0		0		5		0		16

				Banpaiya (Standing Bar)						49		0		0		0		0		0		4		45

				Zundoya (Ramen)						45		0		0		0		0		3		0		48

				Others						63		-1		0		1		1		10		5		68

				Total						1,103		3		0		3		-3		36		16		1,123























海外店舗数

						海外 カイガイ

						業態 ギョウタイ		運営形態 ウンエイ ケイタイ		持分
比率 モチブン ヒリツ		エリア		直営 チョクエイ								FC								総合計 ソウ ゴウケイ

														2019年 ネン		通期累計 ツウキ ルイ ケイ				2019年 ネン		2019年 ネン		通期累計 ツウキ ルイ ケイ				2019年 ネン

														3月末 ガツ マツ		出店 シュッテン		退店 シリゾ ミセ		9月末 ガツ マツ		3月末 ガツ マツ		出店 シュッテン		退店 シリゾ ミセ		9月末 ガツ マツ

						丸亀製麺 マルガメ セイメン		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		6		2		0		8		0		0		0		0		8

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		韓国 カンコク		6		0		-1		5		4		0		0		4		9

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		90%		台湾 タイワン		30		1		0		31		0		0		0		0		31

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		65%		カンボジア		2		0		-1		1		0		2		0		2		3

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		タイ		19		0		0		19		0		0		0		0		19

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		37%		中国 チュウゴク		76		9		-10		75		5		0		0		5		80		(丸亀製麺等） マルガメ セイメン トウ

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		33%		シンガポール		3		0		0		3		0		0		0		0		3

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		インドネシア		0		0		0		0		51		7		-1		57		57

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		ベトナム		0		0		0		0		10		0		0		10		10

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		オーストラリア		0		0		0		0		2		2		0		4		4

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		フィリピン		0		0		0		0		4		3		0		7		7

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		ロシア		0		0		0		0		6		1		0		7		7		⇒　次回より「ロイヤリティ収入」に変更 ジカイ シュウニュウ ヘンコウ

						譚仔雲南米線		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		中国(香港） チュウゴク ホンコン		53		2		0		55		0		0		0		0		55

						譚仔三哥米線		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		中国(香港） チュウゴク		54		4		0		58		0		0		0		0		58

						MONSTER CURRY		連結子会社 レンケツ コガイシャ		70%		シンガポール		13		0		0		13		0		0		0		0		13

						Wok to Walk		連結子会社 レンケツ コガイシャ		60%		欧州等 オウシュウ トウ		2		0		-2		0		101		11		-6		106		106		←将来的にはエリア別記載とChill Chillの分離を検討 ショウライテキ ベツ キサイ ブンリ ケントウ

						Boat Noodle等 トウ		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		49%		マレーシア等 トウ		65		3		-10		58		6		3		0		9		67		←ＦＣ：インドネシア、ブルネイ、シンガポール

						Boat Noodle		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		ミャンマー		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Shoryu（昇龍） ショウリュウ		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		39%		イギリス		11		0		0		11		0		0		0		0		11

						Poke		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		アメリカ等 トウ		32		0		-1		31		7		11		0		18		49

						とん一 イチ		連結子会社 レンケツ コガイシャ		90%		台湾 タイワン		4		0		-2		2		0		0		0		0		2

						Tokyo Table		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		1		0		0		1		0		0		0		0		1		←Saly Papa含む フク

						Crackin' Kitchen等 トウ		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						合　計 ア ケイ								379		21		-27		373		196		40		-7		229		602



						Overseas

						Brands		Units		Shareholding ratio		Area		 Own stores								FC								Total										3Q FY2017

														2019		FY2019				2019		2019		FY2019				2019												Open　Openings

														Mar		Openings		Closures		Sep		Mar		Openings		Closures		Sep												Close　Closures

						Marugame Seimen		Subsidiaries		100%		USA		6		2		0		8		0		0		0		0		8										Direct operation → Own stores

								Subsidiaries		100%		Korea		6		0		-1		5		4		0		0		4		9										Investment ratio → Shareholding ratio

								Subsidiaries		90%		Taiwan		30		1		0		31		0		0		0		0		31										Operation form → Units

								Subsidiaries		65%		Cambodia		2		0		-1		1		0		2		0		2		3										JVs → Joint ventures

								JVs		40%		Thailand		19		0		0		19		0		0		0		0		19

								JVs		37%		China		76		9		-10		75		5		0		0		5		80		(丸亀製麺等） マルガメ セイメン トウ								Zundouya は海外では　Zund　でしょうか

								JVs		33%		Singapore		3		0		0		3		0		0		0		0		3										また雲南ヌードルの社名も英語にしてください

								FCs		-		Indonesia		0		0		0		0		51		7		-1		57		57										Tam Jai Yunnan Mixian  

								FCs		-		Vietnam		0		0		0		0		10		0		0		10		10										Tam Jai Sam Gor Mixian

								FCs		-		Australia		0		0		0		0		2		2		0		4		4

								FCs		-		Philippines		0		0		0		0		4		3		0		7		7

								FCs		-		Russia		0		0		0		0		6		1		0		7		7										FCS → Franchise stores

						Tam Jai Yunnan Mixian  		Subsidiaries		100%		China		53		2		0		55		0		0		0		0		55

						Tam Jai Sam Gor Mixian		Subsidiaries		100%		China		54		4		0		58		0		0		0		0		58

						MONSTER CURRY		Subsidiaries		70%		Singapore		13		0		0		13		0		0		0		0		13

						Wok to Walk		Subsidiaries		60%		Europe, etc		2		0		-2		0		101		11		-6		106		106

						Boat Noodle, etc		JVs		49%		Malaysia, etc		65		3		-10		58		6		3		0		9		67		←将来的にはエリア別記載とChill Chillの分離を検討 ショウライテキ ベツ キサイ ブンリ ケントウ

						Boat Noodle		JVs		40%		Myanmar		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Shoryu		JVs		39%		UK		11		0		0		11		0		0		0		0		11

						Poke		JVs				USA, etc		32		0		-1		31		7		11		0		18		49

						Ton-ichi		Subsidiaries		90%		Taiwan		4		0		-2		2		0		0		0		0		2

						Tokyo Table		Subsidiaries		100%		USA		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Crackin' Kitchen		Subsidiaries		100%		USA		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Total								379		21		-27		373		196		40		-7		229		602







販管費

						↓　値張り アタイ バ																				Dec
2016		Increase of COGS ratio		Increase of labor cost ratio		Decrease of utitily cost ratio		Increase of Advertising cost ratio		Decrease of other cost ratio		Dec
2017						Outsourced expenses cost ratio

				IFRS																				A		0.0%		6.1%		5.2%		5.2%		5.37%		5.373%		0.0%						4.68%

						当期 トウ キ		前期 ゼン キ		当期 トウ キ		前期 ゼン キ												B		6.6%		0.5%		1.0%		0.3%		0.1%		0.1%		5.5%						0.7%

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		84,611,870,484		76,410,732,534		100.0%		100.0%								6.63%								7.1%		6.2%		5.5%		5.60%		5.47%								6.29%

				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		22,114,638,095		19,597,952,094		26.1%		25.6%		0.49%		0.5%				0.49%																		-0.003%

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		62,497,232,389		56,812,780,440		73.9%		74.4%		-0.49%		-0.5%				0.95%						12.63%												11.38%

				人件費 ジンケンヒ		25,998,829,075		22,750,669,742		30.7%		29.8%		0.95%		1.0%				-0.30%

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		5,600,694,221		5,285,510,882		6.6%		6.9%		-0.30%		-0.3%				0.11%

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		3,008,620,794		2,630,257,849		3.6%		3.4%		0.11%		0.2%				0.30%

				外部委託費 ガイブ イタク ヒ		1,204,491,635		556,939,561		1.4%		0.7%		0.69%		0.9%

				減価償却 ゲンカ ショウキャク		2,822,536,290		2,630,600,253		3.3%		3.4%		-0.11%		0.1%

				非経常的費用項目 ヒ ケイジョウ テキ ヒヨウ コウモク						0.0%		0.0%		0.00%		0.0%

				その他経費 タ ケイヒ		20,280,276,639		18,621,209,302		24.0%		24.4%		-0.40%		-0.4%

				販管費合計 ハンカンヒ ゴウケイ		56,092,912,364		49,844,587,336		66.3%		65.2%		1.06%		1.1%

				減損損失 ゲンソン ソンシツ		197,019,359		174,192,361		0.2%		0.2%		0.00%		0.0%

				その他の営業収益		209,974,802		373,096,998		0.2%		0.5%		-0.24%		-0.2%

				その他の営業費用		290,358,876		182,532,680		0.3%		0.2%		0.10%		0.1%

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,126,916,592		6,984,565,061		7.2%		9.1%		-1.90%		-1.9%

				金融収益		214,537,303		158,888,535		0.3%		0.2%		0.05%		0.0%

				金融費用		204,615,613		209,755,449		0.2%		0.3%		-0.03%		-0.0%

				持分法による投資損益		(45,923,735)		32,780,539		-0.1%		0.0%		-0.10%		-0.1%

				税引前利益-IFRS		6,090,914,547		6,966,478,686		7.2%		9.1%		-1.92%		-1.9%



				EBITDA		9,029,836,956		9,424,600,996		10.7%		12.3%		-1.66%		-1.7%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		9,625,721,108		9,650,528,423		11.4%		12.6%		-1.25%		0.1%





				※アウトラインの資料は＋－がややこしいので、アウトラインと違う資料をもらうこと！ シリョウ チガ シリョウ



						当期 トウ キ				前期 ゼン キ

				売上収益-IFRS		84,611,870,484				76,410,732,534

				売上原価-IFRS		22,114,638,095		26.1%		19,597,952,094		25.6%		0.5%

				売上総利益-IFRS		62,497,232,389		73.9%		56,812,780,440		74.4%		-0.5%

				役員報酬		108,250,002		0.1%		96,300,000		0.1%		0.0%

				従業員給与手当		4,251,910,385		5.0%		3,264,218,911		4.3%		0.8%

				従業員賞与		294,363,696		0.3%		347,556,450		0.5%		-0.1%

				従業員賞与引当金繰入額		263,711,252		0.3%		178,669,616		0.2%		0.1%

				アルバイト料		18,107,580,347		21.4%		16,321,483,339		21.4%		0.0%

				法定福利費		1,892,859,523		2.2%		1,521,885,102		2.0%		0.2%

				厚生費		273,222,179		0.3%		236,219,611		0.3%		0.0%

				退職給付費用		149,941,697		0.2%		133,743,809		0.2%		0.0%

				研修費		91,559,816		0.1%		53,362,661		0.1%		0.0%

				株式報酬費用		54,682,240		0.1%		61,835,720		0.1%		-0.0%

						25,998,829,075		30.7%		22,750,669,742		29.8%		1.0%

				減価償却費(販管)		2,822,536,290		3.3%		2,630,600,253		3.4%		-0.11%

				地代家賃		8,669,876,965		10.2%		7,984,604,610		10.4%		-0.20%

				電気料金		3,114,409,866		3.7%		2,811,307,132		3.7%		0.00%

				ガス料金		604,463,439		0.7%		521,485,071		0.7%		0.03%

				水道料金		1,861,837,616		2.2%		1,932,147,803		2.5%		-0.3%

						5,600,694,221		6.6%		5,285,510,882		6.9%		-0.3%

				備品消耗品費		1,536,121,739		1.8%		1,423,941,890		1.9%		-0.0%

				厨房備品食器費		616,137,407		0.7%		622,442,100		0.8%		-0.1%

				炭代		19,983,300		0.0%		20,570,876		0.0%		-0.0%

				被服費		310,825,129		0.4%		273,273,775		0.4%		0.0%

				開店時経費		250,779,337		0.3%		163,398,764		0.2%		0.1%

				定期メンテナンス費		476,580,650		0.6%		390,988,628		0.5%		0.1%

				保守点検料		2,054,919		0.0%		354,650		0.0%		0.0%

				警備料		595,671,384		0.7%		551,618,341		0.7%		-0.0%

				求人広告費		510,747,938		0.6%		535,394,523		0.7%		-0.1%

				支払手数料		657,366,431		0.8%		473,775,940		0.6%		0.2%

				荷造費		1,896		0.0%				0.0%		0.0%

				運搬費		964,386		0.0%				0.0%		0.0%

				リース・賃借料		26,867,764		0.0%		13,271,124		0.0%		0.0%

				外部委託費		1,204,491,635		1.4%		556,939,561		0.7%		0.7%												Dec
2016		Increase of COGS ratio		Increase of labor cost ratio		Decrease of utitily cost ratio		Increase of Advertising cost ratio		Decrease of other cost ratio		Dec
2017

				寄付金		15,017,016		0.0%		6,152,671		0.0%		0.0%												0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.00%		0.000%		0.0%

				衛生管理費		692,339,799		0.8%		609,215,331		0.8%		0.0%

				塵芥料		530,476,058		0.6%		504,529,603		0.7%		-0.0%												H29.3期
3Q キ		売上
原価率
の増加 ウリアゲ ゲンカ リツ ゾウカ		人件費率
の増加 ジンケンヒ リツ ゾウカ		水道
光熱費率
の減少 スイドウ コウネツヒ リツ ゲンショウ		広告宣伝費率
の増加 コウコク センデンヒ リツ ゾウカ		その他
経費率
の増加 タ ケイヒ リツ ゾウカ		H30.3期
3Q キ						外部委託費
の増加 ガイブ イタク ヒ ゾウカ

				お客様対応費		14,658,964		0.0%		13,904,231		0.0%		-0.0%

				商品開発費		48,854,784		0.1%		28,088,380		0.0%		0.0%

				業態開発費		7,795,434		0.0%		9,889,498		0.0%		-0.0%

				広告宣伝費		3,008,620,794		3.6%		2,630,257,849		3.4%		0.1%

				福利厚生費(販管)		1,296,795		0.0%				0.0%		0.0%

				接待交際費		85,773,510		0.1%		94,771,534		0.1%		-0.0%

				会議費		20,621,775		0.0%		13,479,002		0.0%		0.0%																悪化 アッカ		改善 カイゼン

				旅費交通費		641,341,918		0.8%		514,056,094		0.7%		0.1%														12.6%						12.6%

				通信費		406,286,357		0.5%		402,376,664		0.5%		-0.0%												原価 ゲンカ				0.5%				12.1%

				事業税等		4,283,742		0.0%				0.0%		0.0%												人件費 ジンケンヒ				1.0%				11.2%

				租税公課		383,083,463		0.5%		721,992,640		0.9%		-0.5%												水道光熱費 スイドウ コウネツヒ						0.3%		11.5%

				修繕費		1,010,202,596		1.2%		817,273,886		1.1%		0.1%												広告宣伝費 コウコク センデンヒ				0.1%				11.3%

				保険料		141,634,593		0.2%		117,153,401		0.2%		0.0%												外部委託費 ガイブ イタク ヒ				0.7%				10.6%

				貸倒引当金繰入額(販管)				0.0%		0		0.0%		0.0%																				10.6%

				のれん償却額				0.0%		0		0.0%		0.0%

				雑費		315,321,537		0.4%		240,056,292		0.3%		0.1%														11.4%						0.8%

				為替換算誤差		(4,495,999)		-0.0%		0		0.0%		-0.0%

				販売費及び一般管理費-IFRS		56,092,912,364		66.3%		49,844,587,336		65.2%		1.1%

				減損損失(特別)		197,019,359		0.2%		174,192,361		0.2%		0.0%

				減損損失-IFRS		197,019,359		0.2%		174,192,361		0.2%		0.0%

				受取協賛金		28,347,221		0.0%		7,182,014		0.0%		0.0%

				受取給付金				0.0%		18,631,066		0.0%		-0.0%

				受取保険金		8,389,093		0.0%		20,827,797		0.0%		-0.0%

				受取地代家賃		39,790,668		0.0%		29,405,074		0.0%		0.0%

				店舗閉鎖損失引当金戻入益		3,024,900		0.0%		42,842,250		0.1%		-0.1%

				その他の営業外収益		129,591,887		0.2%		103,524,768		0.1%		0.0%

				その他特別利益		831,033		0.0%		150,684,029		0.2%		-0.2%

				負ののれん償却額				0.0%		0		0.0%		0.0%

				その他の営業収益-IFRS		209,974,802		0.2%		373,096,998		0.5%		-0.2%

				固定資産除却損（営業外）		189,939,267		0.2%		63,302,783		0.1%		0.1%

				固定資産売却損(特別)		1,891,623		0.0%		5,436,180		0.0%		-0.0%

				固定資産除却損(特別)		15,054,213		0.0%		1,613,675		0.0%		0.0%

				その他の営業外費用		81,259,435		0.1%		30,858,047		0.0%		0.1%

				その他特別損失		2,214,338		0.0%		81,321,995		0.1%		-0.1%

				その他の営業費用-IFRS		290,358,876		0.3%		182,532,680		0.2%		0.1%

				営業利益-IFRS		6,126,916,592		7.2%		6,984,565,061		9.1%		-1.9%

				受取利息		111,269,374		0.1%		132,166,662		0.2%		-0.0%

				受取配当金		0		0.0%		1,082,988		0.0%		-0.0%

				為替差益		102,406,861		0.1%		25,243,762		0.0%		0.1%

				貸倒引当金戻入額		861,068		0.0%		395,123		0.0%		0.0%

				金融収益-IFRS		214,537,303		0.3%		158,888,535		0.2%		0.0%

				支払手数料（営業外）		176,301		0.0%				0.0%		0.0%

				支払利息及び割引料		204,439,312		0.2%		209,738,516		0.3%		-0.0%

				投資有証評価損(特別)				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替差損		0		0.0%		0		0.0%		0.0%

				貸倒引当金繰入額(営業外)				0.0%		16,933		0.0%		-0.0%

				金融費用-IFRS		204,615,613		0.2%		209,755,449		0.3%		-0.0%

				金融収益・費用純額-IFRS		9,921,690		0.0%		(50,866,914)		-0.1%		0.1%

				持分法による投資利益		0		0.0%		32,780,539		0.0%		-0.0%

				持分法による投資損失		45,923,735		0.1%		0		0.0%		0.1%

				持分法による投資損益-IFRS		(45,923,735)		-0.1%		32,780,539		0.0%		-0.1%

				税引前利益-IFRS		6,090,914,547		7.2%		6,966,478,686		9.1%		-1.9%

				法人税、住民税及び事業税		2,268,587,516		2.7%		2,404,932,387		3.1%		-0.5%

				法人税等調整額		(168,234,397)		-0.2%		(125,953,201)		-0.2%		-0.0%

				法人所得税費用-IFRS		2,100,353,119		2.5%		2,278,979,186		3.0%		-0.5%

				当期利益-IFRS		3,990,561,428		4.7%		4,687,499,500		6.1%		-1.4%

				少数株主損益		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				少数株主損益(控除)		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				当期利益(計)		3,976,600,697		4.7%		4,703,918,074		6.2%		-1.5%

				少数株主損益(加算)		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				少数株主損益調整前当期純利益2		3,990,561,428		4.7%		4,687,499,500		6.1%		-1.4%

				為替換算調整勘定-期首調整				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定-増減		(24,512,511)		-0.0%		(673,794,264)		-0.9%		0.9%

				為替換算調整勘定-組替調整額				0.0%		(8,967,051)		-0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定-換算調整		190,918,936		0.2%		(222,390,934)		-0.3%		0.5%

				為替換算調整勘定-税効果				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定		166,406,425		0.2%		(905,152,249)		-1.2%		1.4%

				在外営業活動体の換算差額-IFRS		166,406,425		0.2%		(905,152,249)		-1.2%		1.4%

				為替換算調整勘定-持分損益		60,941,835		0.1%		(655,780,616)		-0.9%		0.9%

				持分法適用会社に対する持分相当額		60,941,835		0.1%		(655,780,616)		-0.9%		0.9%

				その他の包括利益合計-IFRS		227,348,260		0.3%		(1,560,932,865)		-2.0%		2.3%

				包括利益-IFRS		4,217,909,688		5.0%		3,126,566,635		4.1%		0.9%

				親会社株主に係る包括利益		4,138,526,729		4.9%		3,251,408,331		4.3%		0.6%

				為替換算調整勘定-少持損益		65,422,228		0.1%		(108,423,122)		-0.1%		0.2%

				少数株主に係る包括利益		79,382,959		0.1%		(124,841,696)		-0.2%		0.3%

				資本剰余金期首残高		4,007,005,257		4.7%		3,946,667,082		5.2%		-0.4%

				資本剰余金期首残高計		4,007,005,257		4.7%		3,946,667,082		5.2%		-0.4%

				新株式発行高		0		0.0%				0.0%		0.0%

				ストックオプション行使		46,021,543		0.1%		61,421,483		0.1%		-0.0%

				子会社増加増加高(CS)		0		0.0%		580,547,721		0.8%		-0.8%

				持分増加増加高(CS)				0.0%		(580,547,721)		-0.8%		0.8%

				資本剰余増加(その他)				0.0%		(7,179,474)		-0.0%		0.0%

				資本剰余金増加額計		46,021,543		0.1%		54,242,009		0.1%		-0.0%

				資本剰余金期末残高計		4,053,026,800		4.8%		4,000,909,091		5.2%		-0.4%

				利益剰余金期首残高		25,668,638,036		30.3%		21,218,844,514		27.8%		2.6%

				利益剰余金期首調整額		144,544,938		0.2%		0		0.0%		0.2%

				利益剰余金期首残高計		25,813,182,974		30.5%		21218844514		27.8%		2.7%

				当期利益計		3,976,600,697		4.7%		4,703,918,074		6.2%		-1.5%

				子会社増加増加高(SS)		0		0.0%		-8607819577		-11.3%		11.3%

				子会社減少増加高(SS)		310		0.0%				0.0%		0.0%

				持分増加増加高(SS)				0.0%		8607819577		11.3%		-11.3%

				利益剰余金増加額計		3,976,601,007		4.7%		4703918074		6.2%		-1.5%

				支払配当金(前期分)		0		0.0%		1		0.0%		-0.0%

				支払配当金(期末)		1,127,884,966		1.3%		1039355784		1.4%		-0.0%

				子会社増加減少高(SS)		0		0.0%				0.0%		0.0%

				子会社減少減少高(SS)		3,106,557		0.0%		0		0.0%		0.0%

				持分減少減少高(SS)		0		0.0%		0		0.0%		0.0%

				利益剰余金減少額計		1,130,991,523		1.3%		1039355785		1.4%		-0.0%

				利益剰余金期末残高計		28,658,792,458		33.9%		24883406803		32.6%		1.3%



























































































































































A	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	0	6.1414073879174302E-2	5.1884232756536808E-2	5.18	84232756536808E-2	5.3728542335630798E-2	5.3728542335630798E-2	0	B	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	6.6298074929537765E-2	4.8840010503634623E-3	9.5298411226374946E-3	2.9795907585764281E-3	1.1352811794824377E-3	1E-3	5.4763246846318239E-2	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	1	





丸亀製麺　販管費

				2017.06		原価率 ゲンカ リツ		人件費率 ジンケンヒ		水道光熱費率 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費率 コウコク センデンヒ		その他経費率 タ ケイヒ		2018.06

				丸亀製麺 マ

				June
2017		COGS ratio		labor cost ratio		utitily cost ratio		Advertising cost ratio		other cost ratio		June
2018

						15.80%		15.10%		15.00%		15.00%		15.20%

				16.10%		0.30%		0.70%		0.10%		0.70%		0.50%		15.20%



				June
2017		COGS ratio		labor cost ratio		utitily cost ratio		Advertising cost ratio		other cost ratio		June
2018

						2.800%		2.100%		2.000%		2.000%		2.200%

				3.100%		0.30%		0.70%		0.10%		0.70%		0.50%		2.200%





				連結 レンケツ

				H29.03		原価 ゲンカ		人件費 ジンケンヒ		水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費 コウコク センデンヒ		その他経費 タ ケイヒ		H30.03

						24.80%		24.80%		25.50%

				26.50%		1.70%		0.70%		0.40%		0.00%		0.30%		24.20%



				H29.03		原価 ゲンカ		人件費 ジンケンヒ		水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費 コウコク センデンヒ		その他経費 タ ケイヒ		H30.03

						-0.200%		-0.200%		0.500%

				1.500%		1.70%		0.70%		0.40%						-0.800%

				Mar
2017		COGS ratio		labor cost ratio		utitily cost ratio		Advertising cost ratio		other cost ratio		Mar
2018						Outsourced expenses cost ratio

				0		150		250		100

				150		100		50		200		100



0	150	250	100	150	100	50	200	100	June	
2017	COGS ratio	labor cost ratio	utitily cost ratio	Advertising cost ratio	other cost ratio	June	
2018	2.7999999999999997E-2	2.0999999999999991E-2	1.999999999999999E-2	1.999999999999999E-2	2.1999999999999992E-2	June	
2017	COGS ratio	labor cost ratio	utitily cost ratio	Advertising cost ratio	other cost ratio	June	
2018	3.1E-2	3.0000000000000001E-3	7.0000000000000001E-3	1E-3	7.0000000000000001E-3	5.0000000000000001E-3	2.1999999999999992E-2	

海外概況

				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				アジア		台湾		出店拡大中		商品・マーケティング施策の強化により、直近では既存店前年比で前年を上回る月もある。経営体制を再整備し、更なる事業拡大に必要な体制を構築中。豚カツ業態も4店舗運営。 ショウヒン シサク キョウカ チョッキン キゾン テン ゼンネン ゼンネン ウワマワ ツキ ケイエイ タイセイ サイセイビ サラ ジギョウ カクダイ ヒツヨウ タイセイ コウチク ナカ		3,200百万 / 390百万  ヒャク マン ヒャクマン

						韓国		収益改善中		2018年に大幅な不採算店舗を閉店したことにより収益基盤が強化。今後は既存店の収益性の強化を図り、全社黒字を目指す。 ネン オオハバ フサイサン テンポ ヘイテン シュウエキ キバン キョウカ コンゴ キゾン テン シュウエキセイ キョウカ ハカ ゼンシャ クロジ メザ		550百万 / 5百万  ヒャク マン ヒャクマン						韓国				2018年に大幅な不採算店舗を閉店したことにより収益基盤が強化。2019年は既存店の収益性の強化を行い、全社黒字を目指す。 ネン オオハバ フサイサン テンポ ヘイテン シュウエキ キバン キョウカ ネン キゾン テン シュウエキセイ キョウカ オコナ ゼンシャ クロジ メザ

						中国		出店拡大中		北京、上海、香港などの大都市での展開に力点をおいて展開中。試験的に地方都市にも出店していたが、日本食に対して市場が未成熟であったこともあり苦戦。不採算店舗は閉鎖し、今後は十分な市場のある大都市にフォーカスする。 ペキン シャンハイ ホンコン ダイトシ テンカイ リキテン テンカイチュウ シケンテキ チホウ トシ シュッテン ニホンショク タイ シジョウ ミセイジュク クセン フサイサン テンポ ヘイサ コンゴ ジュウブン シジョウ ダイトシ								中国				北京、上海、香港などの大都市での展開に力点をおいて展開中。試験的に地方都市にも出店をしていたが、日本食に対して市場が未成熟であったこともあり、不採算店舗は閉鎖し、今後は十分な市場のある大都市にフォーカスする。 ペキン シャンハイ ホンコン ダイトシ テンカイ リキテン テンカイチュウ シケンテキ チホウ トシ シュッテン ニホンショク タイ シジョウ ミセイジュク フサイサン テンポ ヘイサ コンゴ ジュウブン シジョウ ダイトシ

						香港（雲南） ホンコン ウンナン				現在「譚仔雲南米線」「譚仔三哥米線」を計105店舗(12月末現在)を展開。香港で雲南ヌードル業態のシェアは7割と圧倒的なブランド力を誇る。
2社を統合管理するCEO、CFOをはじめ、マネジメント層を採用し 　グループ会社としてのガバナンス強化および更なる成長を実現する 　ための経営強化を図っている 。
現在はトリドールHDと協力しながらさらなるブランド強化のための施策やノウハウの伝承を実施中。将来的には、香港国内において150～160店舗体制を目指す。 ガツマツ リョク シサク デンショウ ジッシ チュウ タイセイ		3390百万 / 560百万  ヒャク マン ヒャクマン										2社を統合管理するCEO、CFOをはじめ、マネジメント層を採用し 　グループ会社としてのガバナンス強化および更なる成長を実現する 　ための経営強化を図っている 

				東南アジア トウナン		タイ 		収益改善中		店舗段階のEBITDAが平均で15%前後、25％前後の店舗が多数あり比較的堅調に推移している。不採算店舗の整理や本部費の合理化を図り、収益強化を図っている。								タイ 				店舗段階のEBITDAが平均で15%前後、25％前後の店舗が多数あり比較的堅調に推移している。不採算店舗の整理や本部費の合理化を図り、収益強化を図っている。 テンポ ダンカイ ヘイキン ゼンゴ ゼンゴ テンポ タスウ ヒカクテキ ケンチョウ スイイ フサイサン テンポ セイリ ホンブ ヒ ゴウリカ ハカ シュウエキ キョウカ ハカ

						インドネシア		出店拡大中		ジャカルタにおける主要モールを中心に丸亀製麺を展開すると共に、更なる拡大を狙い地方都市での拡大を図っている。顧客層の拡大も視野に入れたエクスプレス店の導入も検討中で、2025年までに100店舗展開を目指す。 コキャクソウ カクダイ シヤ イ テン ドウニュウ ケントウチュウ ネン テンポ テンカイ メザ				 				インドネシア				ジャカルタにおける主要モールを中心に丸亀製麺を展開すると共に、更なる拡大を狙い地方都市での拡大を図っている。顧客層の拡大も視野に入れたエクスプレス店の導入も検討中で、2025年までに100店舗展開を目指す。 コキャクソウ カクダイ シヤ イ テン ドウニュウ ケントウチュウ ネン テンポ テンカイ メザ

						ベトナム		収益改善中		ホーチミンの既存店の収益性向上に向け注力。実験店舗にて様々な施策を実施し、横展開を進める。加えて、ハノイ、ハイフォンなどの北部地域でサブフランチャイズでの出店を予定。 キゾン テン シュウエキセイ コウジョウ ム チュウ チカラ ジッケン テンポ サマザマ シサク ジッシ ヨコ テンカイ スス クワ ホクブ チイキ シュッテン ヨテイ								ベトナム				2019年はホーチミンの既存店の収益性の改善に力を入れる。実験店舗を導入し、様々な施策を実施、横展開を進めていく。加えて、ハノイ、ハイフォンといった北部地域でサブフランチャイズにて2-3店舗の出店を予定。 ネン キゾン テン シュウエキセイ カイゼン チカラ イ ジッケン テンポ ドウニュウ サマザマ シサク ジッシ ヨコ テンカイ スス クワ ホクブ チイキ テンポ シュッテン ヨテイ



				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				東南アジア トウナン		カンボジア		収益改善中		既存レギュラー店の収益が向上し、前年比で約110％の伸びを示している。直営店に加え、フランチャイズ加盟店の出店立地も確定しており、プノンペンにおける更なる展開が予定されている。郊外向けの新業態（丸亀製麺）も展開しており、より広範囲に展開できるよう模索中。		80百万 / △21百万  ヒャク マン ヒャクマン						カンボジア				既存レギュラー店の収益が向上し、前年比で約110％の伸びを示している。直営店に加え、フランチャイズ加盟店の出店立地も確定しており、プノンペンにおける更なる展開が予定されている。郊外向けの新業態（丸亀製麺）も展開しており、より広範囲に展開できるよう模索中。 キゾン テン シュウエキ コウジョウ ゼンネンヒ ヤク ノ シメ チョクエイ テン クワ カメイ テン シュッテン リッチ カクテイ サラ テンカイ ヨテイ コウガイ ム シンギョウタイ マルガメ セイメン テンカイ コウハンイ テンカイ モサクチュウ

						マレーシア
（ Boat Noodle 、他） ホカ		出店拡大中		主力業態であるBoatNoodleに力点を置いて展開中。マレーシア国内でBoatNoodleのみで50店舗（過去2年間で約40店舗の開店）を展開しており、現地で認知度の高いブランドとして成長している。
店舗段階のみならず、全社でもEBITDA20%を超える好業績で、今後の更なる発展が期待される。国外の展開も進み、ブルネイ、ミャンマー、インドネシア、シンガポールに出店済み。更なる進出に向けて取り組み中。								マレーシア
（ Boat Noodle 、他） ホカ				主力業態であるBoatNoodleに力点を置いて展開中。マレーシア国内でBoatNoodleのみで50店舗（過去2年間で約40店舗の開店）を展開しており、現地で認知度の高いブランドとして成長している。
店舗段階のみならず、全社でもEBITDA20%を超える好業績で、今後の更なる発展が期待される。国外の展開も進み、ブルネイ、ミャンマー、インドネシア、シンガポールに出店済み、更なる進出に向けて取り組み中。 シュリョク ギョウタイ リキテン オ テンカイチュウ コクナイ テンポ カコ ネンカン ヤク テンポ カイテン テンカイ ゲンチ ニンチド タカ セイチョウ テンポ ダンカイ ゼンシャ コ コウギョウセキ コンゴ サラ ハッテン キタイ コクガイ テンカイ スス シュッテン ズ サラ シンシュツ ム ト ク チュウ

						フィリピン				フランチャイズとして丸亀製麺１号店を2017年8月、2号店を2018年2月、3号店を同年8月、4号店を11月にをオープンしたが、いずれも好業績を維持。
今後は更なる拡大を狙いマニラ地域での出店を加速していく予定。 ゴウテン ネン ガツ ゴウ テン ドウ ネン ガツ ス ギョウセキ イジ コンゴ								フィリピン				2018年11月に4号店をオープンしたが、どの店舗も業績好調で年換算1,000万円以上の売上を誇る。2019年は更なる拡大を狙いマニラ地域での出店を加速していく予定。4月以降の出店攻勢で年間7店舗出店を目指す。 ネン ガツ ゴウテン テンポ ギョウセキ コウチョウ トシ カンサン マンエンイジョウ ウリアゲ ホコ ネン サラ カクダイ ネラ チイキ シュッテン カソク ヨテイ ガツ イコウ シュッテン コウセイ ネンカン テンポ シュッテン メザ

						ミャンマー
（Boat Noodle）				現地飲食最大手のYKKO社と合弁会社を設立し、２０１７年１０月よりBoatNoodle業態をフランチャイズで展開。これまでミャンマーにはないオシャレな空間と食事を楽しめるお店として受け入れられ、賑わいを見せている。現状、２店舗のオープンを目指している。								ミャンマー
（Boat Noodle）				現地飲食最大手のYKKO社と合弁会社を設立し、２０１７年１０月よりBoatNoodle業態をフランチャイズで展開。これまでミャンマーにはないオシャレな空間と食事を楽しめるお店として受け入れられ、賑わいを見せている。現状、２店舗のオープンを目指している。 カイシャ ゲンジョウ

						シンガポール
（丸亀製麺） マ				中国合弁を介してシンガポールにて3店舗出店。賃料は高いものの、認知拡大を目的に代表的なモールへ出店をしている。認知浸透と共に収益性も向上しており、当面は3店舗に集中して足場を固める方針。 リョウ セイ								シンガポール
（丸亀製麺） マ				中国合弁を介してシンガポールにて3店舗出店。家賃は高いものの、認知拡大を目的に代表的なモールへの出店をしている。認知浸透と共に収益も向上しており、当面は3店舗に集中して足場を固める方針。 チュウゴク ゴウベン カイ テンポ シュッテン ヤチン タカ ニンチ カクダイ モクテキ ダイヒョウテキ シュッテン ニンチ シントウ トモ シュウエキ コウジョウ トウメン テンポ シュウチュウ アシバ カタ ホウシン

						シンガポール
（MONSTER CURRY）				シンガポール国内で11店舗を展開中（2018年12月末現在）。シンガポールの日本式カレー市場で圧倒的なシェアNO.1を獲得している。
現在はトリドールHDと協働しながら、さらなる強みの強化とトリードールHDが所有する店舗運営ノウハウの継承を実施中。今後は、シンガポールの日本式カレー市場におけるポジショニングをさらに強化し、2025年までに20店体制を目指す。 コンゴ タイセイ メザ								シンガポール
（MONSTER CURRY）				現在、モンスターカレーはシンガポール国内で11店舗を展開中（2018年12月末現在）。「モンスターカレー」はシンガポールの日本式カレー市場で圧倒的なシェアNO.1を獲得している。現在はトリドールHDと協働しながら、さらなるモンスターカレーの強みの強化とトリードールが所有する店舗運営のノウハウの継承を実施中。これらを組み合わせることで、シンガポールの日本式カレー市場におけるモンスターカレーのポジショニングをさらに強化し、2025年までに20店に増やす。 ゲンザイ コクナイ テンポ テンカイチュウ ネン ガツ マツ ゲンザイ シジョウ ゲンザイ キョウドウ ツヨ キョウカ ショユウ ケイショウ ジッシチュウ ク ア ニホンシキ シジョウ キョウカ



				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				アメリカ		TDC（Tokyo Ｔable) 		－		1号店アーバイン店は世界でも上位の高い売上を堅持し、安定的な黒字体質。
2号店アルハンブラ店を業態転換した”日本の洋食”を軸にした新業態"Saly papa"は客数は確保するも客単価の向上に苦戦。		780百万 / △280百万  ヒャク マン ヒャクマン						TDC（Tokyo Ｔable) 		－		1号店アーバイン店は世界でも上位の高い売上を堅持し、安定的な黒字体質。2号店アルハンブラ店を業態転換した”日本の洋食”を軸にした新業態"Saly papa"は客数は確保するも客単価の向上に苦戦。撤退の方向性で検討をしている ケンジ アンテイテキ クロジタイシツ ギョウタイ テンカン シン キャクスウ カクホ キャクタンカ コウジョウ クセン テッタイ ホウコウセイ ケントウ

						丸亀製麺		本土一号店出店		ハワイWaikikki店は依然好調を維持　世界トップの売上を誇る（最高日商も更新）。
2017年9月にオープンしたロサンゼルス・Sawtelle店、2018年1月にオープンのサンフランシスコ・Stonestown店はさらなる改善が進み、売上が伸張。3号店がLA・ビバリーヒルズ店舗はモールの集客が鈍化しており店舗モデルの構築に苦戦。また、2018年12月に4号店がグレンデールにオープンし、米国では初の丸亀フードコートモデルの構築に取り組んでいる。 ネン ガツ		ハワイ
830百万 / 120百万
本土：軽微                  ホンド ケイビ						丸亀製麺		本土一号店出店		ハワイWaikikki店は依然好調を維持　世界トップの売上を誇る（最高日商も更新）。
2017年9月にオープンしたロサンゼルス・Sawtelle店、2018年1月にオープンのサンフランシスコ・Stonestown店はさらなる改善が進み、売上が伸張。3号店がLA・ビバリーヒルズ店舗はモールの集客が鈍化しており店舗モデルの構築に苦戦。また4号店のグレンデールがオープンし、米国では初の丸亀フードコートモデルの構築に取り組む サイコウ ニッショウ コウシン テン テン カイゼン スス ウリアゲ シンチョウ テンポ シュウキャク ドンカ テンポ コウチク クセン ゴウテン ベイコク ハツ マルガメ コウチク ト ク

						CRACKIN’KITCHEN		出店準備中		ハワイ店は依然好調を維持　世界１、２位の売上を誇る。2018年3月LAに本土１号店メニュー改善やマーケ施策が結果に結びつかず、閉店。		590百万 / 70百万  ヒャク マン ヒャクマン						CRACKIN’KITCHEN		出店準備中		ハワイ店は依然好調を維持　世界１、２位の売上を誇る。2018年3月LAに本土１号店メニュー改善やマーケ施策が結果に結びつかず、閉店 テン ネン ホンド ゴウテン カイゼン シサク ケッカ ムス ヘイテン

						POKE				2018年8月に出資を完了し提携開始。10-12月にかけて積極的に新店をオープンし、現在は32店舗体制に。2019年も約30店舗(すべてFC)の出店を計画中。品質保証や購買面で、トリドールHDのノウハウ移管を検討している。 タイセイ								POKE				2018年8月に出資を完了し提携開始。10-12月にかけて積極的に新店をオープンし、現在は30店舗強に。2019年も約30店舗(すべてFC)の積極出店を計画中。品質保証や購買面で、トリドールHDのノウハウ移管を検討している ネン ガツ シュッシ カンリョウ テイケイ カイシ セッキョクテキ ゲンザイ テンポ キョウ セッキョク シュッテン ケイカクチュウ ケントウ

				イギリス		Shoryu		出店拡大中		引き続きロンドンでのドミナント展開を進める。唯一の郊外店であるマンチェスター店とオクスフォード店は賃料や物流費などのコストカットを実施中。
単価を抑えたラーメンのほか、焼きそば・カツカレーなどの新メニューを導入。また、グデタマなどキャラクターを使用した販促のほか、店外からの視認性を高める施策など、集客に向けた取り組みも実施しており、全体として成果が出ている。								Shoryu				引き続きロンドンでのドミナント展開を進める。唯一の郊外店であるマンチェスター店とオクスフォード店は賃料や物流費などのコストカットを実施中。
商品は単価を抑えたラーメンや、グデタマなどキャラクターを使用した販促、焼きそばやカツカレーなどの新メニューを導入。店外からの視認性を高める施策など、集客に向けた取り組みも実施しており、全体として成果が出ている。 テンカイ ユイイツ コウガイ テン テン テン チンリョウ ブツリュウ ヒ ジッシ チュウ ショウヒン タンカ オサ シヨウ ハンソク ヤ シン ドウニュウ テン ガイ シニンセイ タカ シサク シュウキャク ム ト ク ジッシ ゼンタイ セイカ デ

				ロシア		丸亀製麺		収益改善中		2020年12月期より、合弁を解消し、全店FC化。これにより資金の外部調達も可能になり、モスクワにてFC、サブFC店の展開を画策、積極的な出店と既存店強化を目論む。
今後は、収益拡大とともにこれまで出店のなかった立地への新規出店を行い、店舗数の拡大を予定している。						ロシア		丸亀製麺		収益改善中		2020年12月期より、合弁を解消し、全店FC化。これにより資金の外部調達も可能になり、モスクワにてFC、サブFC店の展開を画策、積極的な出店と既存店強化を目論む。今後は、収益拡大とともに、ロシアにおけるTier oneモールからの誘いもある中で、これまで出店のなかった立地への新規出店を行い、店舗数の拡大を予定している。日本からのサポート方法についても、引き続き検討。 ネン ガツキ ゴウベン カイショウ ゼンテン カ シキン ガイブチョウタツ カノウ ミセ テンカイ カクサク セッキョクテキ シュッテン キョウカ モクロ コンゴ シュウエキカクダイ サソ ナカ シュッテン リッチ シンキ シュッテン オコナ テンポスウ カクダイ ヨテイ ニホン ホウホウ ヒ ツヅ ケントウ

				その他 タ		ＷＯＫ ＴＯ ＷＡＬＫ		出店拡大中		フランスにおける大型契約を含む複数のフランチャイジーが存在することにより、フランチャイズビジネスは堅調に推移し、順調に店舗数を拡大している。
苦戦中の米国での直営店は具材やオペレーションの見直しを行った。		軽微 ケイビ						ＷＯＫ ＴＯ ＷＡＬＫ				フランスにおける大型契約を含む複数のフランチャイジーが存在することにより、フランチャイズビジネスは堅調に推移し、順調に店舗数を拡大している。
苦戦中の米国での直営店は具材やオペレーションの見直しを行った。 ソンザイ ケンチョウ スイイ ジュンチョウ テンポ スウ カクダイ クセン チュウ ベイコク チョクエイテン グザイ ミナオ オコナ



				Area		Country/Brand		Status		Outline		PL Contribution (last year)
Sales / Segment profit

				Asia		Taiwan (ROC)		出店拡大中		Improves personnel system for staff sufficiency. Opening new stores. Operating 4 Tonkatsu stores.		3,200 mil. / 390 mil.

						S. Korea		収益改善中		Main stores keep good. Opening new stores.		350mil. / 5mil.

						China (PRC)		出店拡大中		Keeps good. Sales in coast cities (e.g., Shanghai) are nice. Currently 85 stores. "Hakatan-maru" ramen brand develops.

						Hong Kong (Yunnan)				Grouped in Feb-2018. Currently operating "Tam Chai Yunnan Noodle" and "TamJai SamGor Rice Noodle" stores (109 in total). 70% market share of Yunnan Noodle in Hong Kong. To open new stores in Hong Kong.		3390mil. / 560mil.

						Thailand		収益改善中		Management enhancement brings big profit improvement through 1) profit improvement of Existing Stores, 2) development of small stores (good sales with low initial costs), and 3) customization of HQ costs. To keep stable profits.

						Indonesia		出店拡大中		Develops Marugameseimen stores mainly in major Shopping Centers in Jakarta. Also examines other big cities. Marugame Seimen brand is Halal approved, and popular among local Muslims.				 

						Vietnam		Profit being improved		Saves opening stores in 2017 for yearly profit by improving organization system and management system.  To achieve monthly profits. Examines sub-franchising for further business expansion.

						Cambodia		Profit being improved		Sales of Existing Stores improved a lot. Portable stall type stores (with small initial costs) contribute to profit.  Launches new brand for casual Japanese foods in Feb. 2018, targeting wider range of market.		80mil. / △21mil.

						Malaysia
(Boat Noodle, Others)		Opening new stores		Operating approx. 70 stores of "Boat Noodle" and "CillCill" brands. Expanding with profits. Accelerating franchising in other countries such as Brunei, Indonesia, Myanmar and Singapore. Planning to expand to other countries.

						Philippines				Opens 1st Marugameseimen store in Aug-2017 and 2nd in Feb-2018 (both FC). Keep good. 4 more stores scheduled. Swift business expansion expected.

						Myanmar
(Boat Noodles)				Establishes JV company with YKKO (biggest local restaurant company), and franchises Boat Noodle brand since Oct. 2017. Widely accepted as uniquely fashionable restaurant with fun to eat. 2nd store to open.



				Area		Country/Brand		Status		Outline		PL Contribution (last year)
Sales / Segment profit

				USA		TDC (Tokyo Table)		New store to open		1st store in Irvine keeps good. One of world top sales/profits stores in Toridoll Group, whereas 2nd store in Alhambra is in tough. To change to "Western Japanese" like brand for profit improvement.		780mil. / △28mil.0 

						Marugame Seimen		New store to open		Waikiki Shop keeps good. World top 1-2 sales in Toridoll Group.  1st store in mainland opened in Sawtelle, LA in Sep. 2017.  2nd store in Stonestown, SF started with good launch in Jan. 2018 (same sales level as Waikiki Shop for the first weekend).  3rd store in Shopping Center around Beverly Hills to open.		Hawaii
830mil. / 120mil.
Main Land：small                 

						CRACKIN'KITCHEN		New store to open		Keeps good. World Top 1-2 sales in Toridoll Group.  Opens 1st in mainland store in LA in Mar. 2018.		140mil. / 5mil. 

				UK		Sakagura		-		Opens 1st store in November 2016. Introduced collaboration menus between Bent Box and Shoryu Ramen, and charbroil steaks and tempuras. Lava Plate stake from 2018 beginning becomes popular. Lower pricing contributes guest count (wider customer range) and sales. Keeps marketing measures (e.g.,  via SNS, Restaurant Week and Japanese Sake events) for brand awareness .

						Shoryu		Opening new stores		Some stores are in top sales group. Strategic dominance in London. Local cities to be only in Manchester and  Oxford. To improve profitability. New stores being prepared.

				Italy		Tokyo Table, Others		-		Opens "Bottega del Ramen" in Feb. and "Tokyo Table" in Mar, 2017.  "Bottega del Ramen" achieved monthly profit. "Tokyo table" marks record high in monthly sales for consecutive 2 months. Still not profit for whole business unit, and more sales necessary. Both stores to introduce new menus for summer. Expanding sales by delivery through Uber-eat and Deliveroo.		small

				Russia		Marugame Seimen				4 direct-operation stores and 3 FC stores in Moscow. Achieved all stores in the black. To develop more stores (especially in food court) as well as keeping stable profits.

				Others		WOK TO WALK		Opening new stores		Store aggressively expanding to 93 (including 3 direct-operation stores in US) after grouped. FC contracts in India, Israel, and newly Malta and Oman. Opens 1st direct-operation store In US in Feb, 2nd in Jul and 3rd store in Dec. 2017. Exploring other counties for FCs.		small





M&A　PMI

				ブランド		概要 ガイヨウ		PMIの状況 ジョウキョウ

				晩杯屋 バ		大衆酒場「晩杯屋」等を東京都内で運営するアクティブソース社の株式を取得（80.3%）しグループ会社化		・モデル店舗における丸亀製麺のノウハウを生かしたオペレーションの改善
・パート・アルバイト採用強化の仕組み導入、社内独立制度を含めた新人事制度の構築
・採用費や消耗品費など、グループ単価を採用することによる経費削減
・店舗タイプ別のスクリーニング要件、出店計画の策定、物件取得サポートの実施 フク シン ジンジ セイド コウチク ブッケン シュトク ジッシ				募集10人→100人規模に
物件情報が豊富　出店の精度が向上　投資検証表の活用など ボシュウ ニン ニン キボ ブッケン ジョウホウ ホウフ シュッテン セイド コウジョウ トウシ ケンショウ ヒョウ カツヨウ

				ずんどう屋 ヤ		主に関西において、とんこつラーメン店の「ずんどう屋」を運営するZUND社の株式を取得（80%）しグループ会社化		・モデル店舗におけるコンセプトのブラッシュアップと丸亀製麺のノウハウを生かしたオペレーションの改善
・当社ノウハウを活用した、採用における掲載媒体最適化の仕組み導入
・採用費や消耗品費など、グループ単価を採用することによる経費削減
・当社新店開発部による勝ちパターンの分析、優先出店エリアの決定　
・人事制度（賞与制度等）の再構築 トウ シャ

				「譚仔雲南米線」/「譚仔三哥米線」		スパイシー麺の人気チェーン店「譚仔雲南米線」および「譚仔三哥米線」の運営会社の株式をそれぞれ100%取得		・グループ会社としてのガバナンス強化及びトップマネジメント採用等、 　更なる成長を実現するための経営強化
・店舗、セントラルキッチンおよびバックオフィスにおける業務の整備
・華南地域を中心とした中国全土進出についても初期調査を開始







				Area		Country/Brand		Outline













BS

				連結BS (IFRS) レンケツ

						当期 トウ キ				前期末 ゼンキ マツ

						金額 キンガク		構成比 コウセイヒ		金額 キンガク		構成比 コウセイヒ		増減 ゾウゲン

				資産合計 シサン ゴウケイ		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103

				流動資産 リュウドウ シサン		29,966		14.8%		21,752		18.5%		8,214

				非流動資産 ヒ リュウドウ シサン		173,713		85.6%		96,081		81.5%		77,632

				負債資本合計 フサイ シホン ゴウケイ		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103

				負債合計 フサイ ゴウケイ		168,983		83.3%		82,830		70.3%		86,153

				（うち、有利子負債） ユウ リシ フサイ		145,770		71.8%		62,674		53.2%		83,096

				流動負債 リュウドウ フサイ		43,204		21.3%		25,953		22.0%		17,251

				非流動負債 ヒ リュウドウ フサイ		125,144		61.7%		56,878		48.3%		68,266

				資本合計 シホン ゴウケイ		35,332		17.4%		35,003		29.7%		329						※値張り アタイ バ

				（うち、親会社の所有者） オヤガイシャ ショユウシャ		34,305		16.9%		33,979		28.8%		326						※値張り アタイ バ



				ネット有利子負債/調整後EBITDA ユウ リシ フサイ チョウセイ ゴ		9.4				3.9				-				調整後EBITDA		15,560		9.4







				Consolidated BS (IFRS)										(unit: Million yen)

						This period				End of previous year

						Amount		Ratio		Amount		Ratio		Difference

				Total assets		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103						Including interest-bearing liabilities 

				Current assets		29,966		14.8%		21,752		18.5%		8,214						bearingの bと eの間のスペースを消してください

				Non-current assets		173,713		85.6%		96,081		81.5%		77,632						その下のliabilites、attributable にも不必要なスペースが見える気が

				Total liabilities and equity		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103						するのですが大丈夫でしょうか

				Liabilities		168,983		83.3%		82,830		70.3%		86,153

				(Including interest-bearing liabilities)		145,770		71.8%		62,674		53.2%		83,096

				Current liabilities		43,204		21.3%		25,953		22.0%		17,251

				Non-current liabilities		125,144		61.7%		56,878		48.3%		68,266

				Total equity		35,332		17.4%		35,003		29.7%		329

				(Equity attributable to 
owners of  the parent)		34,305		16.9%		33,979		28.8%		326



				Net interest-bearing liabilities / Adjusted EBITDA 		9.4				3.9				-



















































CF

						連結CF (IFRS) レンケツ

								当期 トウ キ		前年同期 ゼンネン ドウキ		増減 ゾウゲン

						営業活動による
キャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		15,517		4,402		11,115

						投資活動による
キャッシュ・フロー トウシ カツドウ		△ 6,283		△ 6,973		690

						財務活動による
キャッシュ・フロー ザイム カツドウ		△ 1,676		368		△ 2,044

						現金および現金同等物の
期末残高 ゲンキン ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		21,716		12,671		9,045







						Consolidated CF (IFRS)						(unit: Million yen)

								This period		Previous period		Difference								異なるフォントとサイズの混在

						Cash flows from operating activities		15,517		4,402		11,115								Cash flows from operating activities

						Cash flows from investing activities		△ 6,283		△ 6,973		690								Cash flows from investing activities

						Cash flows from financing activities		△ 1,676		368		△ 2,044								Cash flows from financing activities

						Cash and cash equivalents at the end of the period		21,716		12,671		9,045								Cash and cash equivalents at the end of the period





業績予想



				連結PL (IFRS) レンケツ

						2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ								下期修正予算 シモキ シュウセイ ヨサン

						連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ		連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		159,059		100.0%		145,022		100.0%		109.7%								丸亀製麺 マルガメ セイメン		カフェ		豚屋とん一 ブタ ヤ イチ		海外事業 カイガイ ジギョウ

				事業利益 ジギョウ リエキ		9,572		6.0%		7,270		5.0%		131.7%								48,697		3,230		2,038		16,574

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		29,640		18.6%		12,402		8.6%		239.0%								6,716		37		18		1,909

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,689		4.2%		2,302		1.6%		290.6%

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		5,266		3.3%		1,337		0.9%		393.9%								通期修正予算 ツウキ シュウセイ ヨサン

				当期利益 トウキ リエキ		2,704		1.7%		221		0.2%		1223.5%								97,880		5,825		3,865		33,294

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		2,610		1.6%		267		0.2%		977.5%								14,548		153		73		4,261



				丸亀製麺セグメントPL マルガメ セイメン		2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		97,880		100.0%		89,944		100.0%		108.8%

				セグメント利益 リエキ		14,408		14.7%		12,438		13.8%		115.8%



				海外事業セグメントPL		2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		33,294		100.0%		30,242		100.0%		110.1%

				セグメント利益 リエキ		4,261		12.8%		3,258		10.8%		130.8%









				Consolidated PL (IFRS)

						FY 2018				FY 2017				YoY

						連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ		連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ

				Revenue		159,059		100.0%		145,022		100.0%		109.7%

				Contribution margin		9,572		6.0%		7,270		5.0%		131.7%

				Adjusted EBITDA		29,640		18.6%		12,402		8.6%		239.0%

				Operating profit		6,689		4.2%		2,302		1.6%		290.6%

				Profit before tax		5,266		3.3%		1,337		0.9%		393.9%

				Profit for the year		2,704		1.7%		221		0.2%		1223.5%

				Profit for the year attributable to owners of the parent		2,610		1.6%		267		0.2%		977.5%



				Marugame Seimen
segment		FY 2018				FY 2017				YoY

				Revenue		97,880		100.0%		89,944		100.0%		108.8%								Segment profit

				Segment profit 		14,408		14.7%		12,438		13.8%		115.8%								Ratio to prev. period = YoY



				Overseas segment		FY 2018				FY 2017				YoY

				Revenue		33,294		100.0%		30,242		100.0%		110.1%

				Segment profit 		4,261		12.8%		3,258		10.8%		130.8%

























Sheet5



				連結PL (IFRS) レンケツ																																修正 シュウセイ		年初予算 ネンショ ヨサン

						上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ						上期計画 カミキ ケイカク		当初計画 トウショ ケイカク		売上収益 ウリア シュウエキ		56,195		56,195

作成者: 開示用の数字丸め有り

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								売上原価 ウリアゲ ゲンカ		14,451		14,572

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		80,017		100.0%				79,042		100.0%		79,042		100.0%		0				159,059		100.0%				53,465				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		41,744		41,623

作成者: 開示用の数字丸め有り


				事業利益 ジギョウ リエキ		5,840		7.3%				3,732		4.7%		3,732		4.7%		0				9,572		6.0%

				営業利益 エイギョウ リエキ		5,084		6.4%				1,605		2.0%		2,105		2.7%		△ 500				6,689		4.2%				4,400				人件費　　計 ジンケンヒ ケイ		16,774		16,908

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		4,100		5.1%				1,166		1.5%		1,766		2.2%		△ 600				5,266		3.3%				4,120				水光熱費　計 スイ コウネツヒ ケイ		3,689		3,589

				当期利益 トウキ リエキ		2,601		3.3%				103		0.1%		703		0.9%		△ 600				2,704		1.7%				2,690				地代家賃		5,699		5,826

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		2,569		3.2%				41		0.1%		641		0.8%		△ 600				2,610		1.6%				2,681				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		1,957		2,102

																																		その他一般管理費計 タ イッパン カンリヒ ケイ		8,048		7,851

				丸亀製麺セグメント マルガメ セイメン		上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ										販売費及び一般管理費合計		36,167		36,276

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								減損損失 ゲンソン ソンシツ		1,218		1,030

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%				48,697		100.0%		46,905		100.0%		1,792				97,880		100.0%				43,559		90,464		その他の営業収入 タ エイギョウ シュウニュウ		117		261

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%				6,576		13.5%		6,182		13.2%		394				14,408		14.7%				7,023		13,205		その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		41		150

作成者: 開示用の数字丸め有り


				海外事業セグメント カイガイ ジギョウ		上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ										営業利益（損失）		4,430		4,430

作成者: 開示用の数字丸め有り


						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								調整後EBITDA チョウセイゴ		7,681		7,449

作成者: 開示用の数字丸め有り


				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%				16,574		100.0%		16,518		100.0%		56				33,294		100.0%				3458				金融収益 キンユウ シュウエキ		109		86

作成者: 開示用の数字丸め有り


				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%				1,909		11.5%		1,900		11.5%		9				4,261		12.8%				271				金融費用 キンユウ ヒヨウ		123		29

作成者: 開示用の数字丸め有り


																																		経常利益（損失） ケイジョウ リエキ ソンシツ		4,490		4,490

				カフェ事業セグメント ジギョウ		上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		2,595		100.0%				3,230		100.0%		3,041		100.0%		189				5,825		100.0%

				セグメント利益 リエキ		116		0.7%				37		0.2%		△ 16		-0.1%		53				153		0.5%





				Consolidated PL (IFRS)																														持分法投資損益 モチブン ホウ トウシ ソンエキ		163		243

						FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017										税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		4,578		4,730

作成者: 開示用の数字丸め有り


						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue								法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		1,626		1,680

作成者: 開示用の数字丸め有り


				Revenue		80,017		100.0%				79,042		100.0%		79,042		100.0%		0				159,059		100.0%								当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,953		3,050

作成者: 開示用の数字丸め有り


				Operating profit		5,084		6.4%				1,605		2.0%		2,105		2.7%		△ 500				6,689		4.2%								親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウ シャ		2,964		3,033

作成者: 開示用の数字丸め有り


																																						

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		Profit before tax		4,100		5.1%				1,166		1.5%		1,766		2.2%		△ 600				5,266		3.3%								非支配持分 ヒ シハイ モチブン		(11)		17

				Profit for the year		2,601		3.3%				103		0.1%		703		0.9%		△ 600				2,704		1.7%

				Profit for the year attributable to owners of the parent		2,569		3.2%				41		0.1%		641		0.8%		△ 600				2,610		1.6%								Profit for the year attributable to owners of the parent 

																																		parents のsはいらないようです

				Marugame Seimen 
segment		FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017

						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue								フォントとフォントサイズの混在

				Revenue		49,183		100.0%				48,697		100.0%		46,905		100.0%		1,792				97,880		100.0%

				Operating profit of 
Marugame Seimen segment		7,832		15.9%				6,576		13.5%		6,182		13.2%		394				14,408		14.7%								Segment profit

				Overseas 
segment		FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017										Ratio to prev. period = YoY

						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue

				Revenue		16,720		100.0%				16,574		100.0%		16,518		100.0%		56				33,294		100.0%								% to revenue のeの切り方がおかしいので

				Operating profit of 
Marugame Seimen segment		2,352		14.1%				1,909		11.5%		1,900		11.5%		9				4,261		12.8%								フォントサイズあるいは列の幅を変える必要があります





































出店計画

																										AS

								出店		退店		2020年
3月末 ネン ガツ マツ		投資額
（概算　百万円） トウシ ガク ガイサン ヒャクマンエン				2019年
3月 ネン ガツ														2020年3月期 ネン ガツキ		2021年3月期 ネン ガツキ		2022年3月期 ネン ガツキ		2023年3月期 ネン ガツキ		2024年3月期 ネン ガツキ

																										出店 シュッテン		小 ショウ				2		7		8		8		8

				国内 コクナイ				76		15		1,164		5,376				1,103										大 ダイ				1		6		6		7		7

						丸亀製麺		32		5		844		2,240				817										計 ケイ				3		13		14		15		15

						とん一 イチ		3		2		54		97				53								退店 タイ テン		小 ショウ				0		1		1		1		1

						カフェ		10		0		39		1,500				29										大 ダイ				0		0		0		0		0

						晩杯屋 バ		3		0		52		70				49										計 ケイ				0		1		1		1		1

						ずんどう屋 ヤ		3		0		48		191				45								純増 ジュン ゾウ		小 ショウ				2		6		7		7		7

						その他 タ		25		8		127		1,278				110										大 ダイ				1		6		6		7		7

				海外 カイガイ				145		24		696		1,940				575										計 ケイ				3		12		13		14		14

						連結子会社 レンケツ コガイシャ		69		12		229		1,850				172

						持分法適用会社 モチブン ホウ テキヨウ カイシャ		52		12		247		90				207								ずんどう屋 ヤ

						純粋ＦＣ ジュンスイ		24		0		220		0				196										Year0		Year1		Year2		Year3

				合 計 ゴウ ケイ				221		39		1,860		7,316				1,678										2019/03期 キ		2020/03期 キ		2021/03期 キ		2022/03期 キ

																										出店数 シュッテン スウ		9		3		10		10

						※その他　の内訳 タ ウチワケ																				退店数 タイ テン スウ		0		0		0		0

																										店舗数 テンポスウ		45		48		58		68













								Open		Close		2020
Mar						2019
Mar



				Domestic				76		15		1,164		5,376				1,103

						Marugame Seimen		32		5		844		2,240

						Butaya Tonichi （Tonkatsu,tonteki）		3		2		54		97

						Kona's CoffeeRoasted（Cafe）		10		0		39		1,500

						Banpaiya (Standing Bar)		3		0		52		70

						Zundoya (Ramen)		3		0		48		191

						Others		25		8		127		1,278

				Overseas				145		24		696		1,940

						Subsidiaries		69		12		229		1,850

						JVs		52		12		247		90

						FCs		24		0		220		0

				Total				221		39		1,860		7,316



















中期計画

				連結PL (IFRS) レンケツ

						2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期								H29.3期 キ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		159,059		-		109.7%		174,683		-		109.8%		200,803		-		115.0%				145,022

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		29,640		18.6%		239.0%		32,373		18.5%		109.2%		36,161		18.0%		111.7%				12,402

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,689		4.2%		290.6%		9,086		5.2%		135.8%		12,045		6.0%		132.6%				2,302

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		5,266		3.3%		393.9%		8,500		4.9%		161.4%		11,481		5.7%		135.1%				1,337

				当期利益 トウキ リエキ		2,704		1.7%		1223.5%		5,615		3.2%		207.7%		7,712		3.8%		137.3%				221

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		2,610		1.6%		977.5%		5,434		3.1%		208.2%		7,488		3.7%		137.8%				267



				丸亀製麺セグメントPL マルガメ セイ メン

						2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		97,880		-		199.0%		99,307		-		101.5%		107,694		-		108.4%				49,183

				セグメント利益 リエキ		14,408		14.7%		184.0%		12,817		12.9%		89.0%		14,149		13.1%		110.4%				7,832



				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

						2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		33,294		-		199.1%		36,604		-		109.9%		41,549		-		113.5%				16,720

				セグメント利益 リエキ		4,261		12.8%		181.2%		4,452		12.2%		104.5%		4,913		11.8%		110.4%				2,352



				出店  シュッテン		221						326						412								退店 タイ テン		30期 キ		31期 キ		32期 キ

				　国内 コクナイ		76						138						199										15		16		16

				　海外 カイガイ		145						188						213										24		26		25

				累計店舗数 ルイケイ テンポ スウ		1,860						2,144						2,515								1,687

				　国内 コクナイ		1,164						1,286						1,469								1,103

				　海外 カイガイ		696						858						1,046								575





















				Consolidated PL (IFRS)

						FY2019						FY2020						FY2021								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		159,059		-		109.7%		174,683		-		109.8%		200,803		-		115.0%				95,587

				Adjusted EBITDA		29,640		18.6%		239.0%		32,373		18.5%		109.2%		36,161		18.0%		111.7%				12,799

				Operating profit		6,689		4.2%		290.6%		9,086		5.2%		135.8%		12,045		6.0%		132.6%				8,733

				Profit before tax		5,266		3.3%		393.9%		8,500		4.9%		161.4%		11,481		5.7%		135.1%				8,117

				Profit for the year		2,704		1.7%		1223.5%		5,615		3.2%		207.7%		7,712		3.8%		137.3%				5,242

				Profit for the year attributable to owners of the parents		2,610		1.6%		977.5%		5,434		3.1%		208.2%		7,488		3.7%		137.8%				5,212



				Ｍａｒｕｇａｍｅｓｅｉｍｅｎ segment

						FY2019						FY2020						FY2021								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		97,880		-		199.0%		99,307		-		101.5%		107,694		-		108.4%				6,255

				segment profit		14,408		14.7%		184.0%		12,817		12.9%		89.0%		14,149		13.1%		110.4%				436





				Overseas segment

						FY2018						FY2019						FY2020								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		33,294		-		199.1%		36,604		-		109.9%		41,549		-		113.5%				6,255

				segment profit		4,261		12.8%		181.2%		4,452		12.2%		104.5%		4,913		11.8%		110.4%				436



				Numbers of opening stores(numbers in overseas）		221				0.0%		326				0.0%		412				0.0%

				Total numbers of stores(numbers of overses)		1,860				0.0%		2,144				0.0%		2,515				0.0%				1,092		246



				Numbers of opening stores(numbers in overseas）

				Total numbers of stores(numbers of overses)





IFRS

		■2015年3月期：IFRS連結業績予想シミュレーション ネン ガツ キ レンケツ ギョウセキ ヨソウ

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		実績 ジッセキ		J-GAAP						IFRS				差異 サイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				0

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,564				営業利益 エイギョウ リエキ		4,177				△ 3,387

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,994				税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		3,602				△ 3,392

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,606				当期利益 トウキ リエキ		1,985				29

								　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,956				△ 650



		↓実績のJ-GAAPとIFRSの差異を元にIFRS予算を試算 ジッセキ サイ モト ヨサン シサン												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		予想 ヨソウ		J-GAAP						IFRS				調整 チョウセイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		84,803				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		84,803				0

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,200				営業利益 エイギョウ リエキ		3,900				△ 3,300

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,928				税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		3,628				△ 3,300

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,132				当期利益 トウキ リエキ		1,762				30

								　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,732				△ 400		※調整 チョウセイ





Sheet4

		連結純損益計算書の差異 レンケツ ジュンソンエキ ケイサンショ サイ

																						（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		日本基準（J-GAAP） ニホン キジュン						①日本基準（J-GAAP）の表示組替 ニホン キジュン ヒョウジ クミカエ						②国際会計基準（IFRS） コクサイ カイケイ キジュン						差異②－① サイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		0

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		0

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		0

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 57,421				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 57,421				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 58,605				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 1,183		※1

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,564				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 1,849				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 2,155				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 306		※2

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		277				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		338				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		324				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		△ 14

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		△ 848				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 342				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 374				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 32

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,994				営業利益 エイギョウ リエキ		5,711				営業利益 エイギョウ リエキ		4,175				営業利益 エイギョウ リエキ		△ 1,536

		特別利益 トクベツ リエキ		172				金融収益 キンユウ シュウエキ		111				金融収益 キンユウ シュウエキ		206				金融収益 キンユウ シュウエキ		95		※3

		特別損失 トクベツ ソンシツ		△ 2,068				金融費用 キンユウ ヒヨウ		△ 646				金融費用 キンユウ ヒヨウ		△ 637				金融費用 キンユウ ヒヨウ		9

		税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		5,098				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 77				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 130				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 53		※4

		法人税等 ホウジンゼイ トウ		△ 2,429				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		5,098				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		3,614				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		△ 1,484

		少数株主調整前当期純利益 ショウスウ カブヌシ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		2,669				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		△ 2,429				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		△ 1,603				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		826		※5

		少数株主損益 ショウスウ カブヌシ ソンエキ		△ 29				当期利益 トウキ リエキ		2,669				当期利益 トウキ リエキ		2,011				当期利益 トウキ リエキ		△ 658

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,640				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		2,640				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,982				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		△ 658

								　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		29				　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		29				　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		0

																				IFRSと日本基準の主な差異 ニホン キジュン オモ サイ

																		※1		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		△ 869		定額法への遡及修正 テイガク ホウ ソキュウ シュウセイ

				日本基準（J-GAAP） ニホン キジュン				国際会計基準（IFRS） コクサイ カイケイ キジュン												租税公課 ソゼイ コウカ		△ 344		法人税等（均等割）より振替 ホウジンゼイ トウ キントウワリ フリカエ

		営業利益 エイギョウ リエキ		売上総利益－販売費及び一般管理費 ウリアゲ ソウリエキ ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				売上総利益－販売費及び一般管理費－減損損失＋その他の営業収益－その他の営業費用 ウリアゲ ソウリエキ ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ ゲンソン ソンシツ タ エイギョウ シュウエキ タ エイギョウ ヒヨウ												その他 タ		30

																				計 ケイ		△ 1,183

		経常利益 ケイジョウ リエキ		営業利益＋営業外収益－営業外費用 エイギョウ リエキ エイギョウガイ シュウエキ エイギョウガイ ヒヨウ				経常利益、特別損益の概念はなく、金融収益、金融費用及び持分法による投資損益以外は、営業利益に加減 ケイジョウ リエキ トクベツ ソンエキ ガイネン キンユウ シュウエキ キンユウ ヒヨウ オヨ モチブンポウ トウシ ソンエキ イガイ エイギョウ リエキ カゲン										※2		減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 251		割引後CFとの比較 ワリビキ アト ヒカク

																				減損損失（のれん） ゲンソン ソンシツ		△ 55		非償却分を減損 ヒ ショウキャク ブン ゲンソン

		金融収益 キンユウ シュウエキ		－				受取利息、為替差益等 ウケトリ リソク カワセ サエキ トウ												計 ケイ		△ 306

		金融費用 キンユウ ヒヨウ		－				支払利息、為替差損等 シハライ リソク カワセ サソン トウ										※3		受取利息 ウケトリ リソク		95		敷金保証金を償却原価に シキキン ホショウキン ショウキャク ゲンカ

																				計 ケイ		95

																		※4		持分法による投資損失 モチブンポウ トウシ ソンシツ		△ 86		全ての共同支配企業を持分法適用に スベ キョウドウ シハイ キギョウ モチブンポウ テキヨウ

																				持分法による投資損失 モチブンポウ トウシ ソンシツ		33		持分法のれんの非償却 モチブンポウ ヒ ショウキャク

																				計 ケイ		△ 53

																		※5		法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		345		均等割を租税公課に振替 キントウワリ ソゼイ コウカ フリカエ

																				法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		132		税率変更による修正 ゼイリツ ヘンコウ シュウセイ

																				法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		349		IFRS修正に係る税効果調整 シュウセイ カカ ゼイ コウカ チョウセイ

																				計 ケイ		826



表示組替

IFRS調整



世界ランキング

				世界外食企業ランキング（上場企業）上位10社

						企業名		国名		売上高
（百万ドル）		決算期		展開ブランド

				1		McDonald's Corporation 		アメリカ		28,106		41609		McDonald's

				2		Starbucks Corporation 		アメリカ		14,892		41518		Starbucks

				3		Yum Brands Inc 		アメリカ		13,084		41609		KFC/Pizza Hut/Taco Bell、他

				4		Darden Restaurants Inc 		アメリカ		6,286		41760		Red Lobster/Olive Garden/
LongHorn Steakhouse、他

				5		AUTOGRILL SPA 		イタリア		6,207		41609		FC含む250ブランド以上を展開

				6		ゼンショーホールディングス		日本		4,679		41699		すき家/ココス/はま寿司、他

				7		Bloomin Brands Inc		アメリカ		4,129		41609		OUTBACK STEAKHOUSE
/CARRABBA'S、他

				8		ARCOS DORADOS 
HOLDINGS INCORPORATED 		アルゼンチン		4,033		41609		（中南米、カリブ海エリアの
McDonald's franchisee）

				9		Chipotle Mexican Grill, Inc. 		アメリカ		3,215		41609		Chipotle

				10		TIM HORTONS INCORPORATED		カナダ		3,162		41609		Tim Hortons、他

				（出所）各社決算資料等よりみずほ銀行産業調査部作成





						McDonald's Corporation 		(		アメリカ		)		28,106

						Starbucks Corporation 		(		アメリカ		)		14,892

						Yum Brands Inc 		(		アメリカ		)		13,084

						Darden Restaurants Inc 		(		アメリカ		)		6,286

						AUTOGRILL SPA 		(		イタリア		)		6,207

						ゼンショーホールディングス		(		日本		)		4,679

						Bloomin Brands Inc		(		アメリカ		)		4,129

						ARCOS DORADOS 
HOLDINGS INCORPORATED 		(		アルゼンチン		)		4,033

						Chipotle Mexican Grill, Inc. 		(		アメリカ		)		3,215

						TIM HORTONS INCORPORATED		(		カナダ		)		3,162



						McDonald's Corporation (アメリカ)		28,106

						Starbucks Corporation (アメリカ)		14,892

						Yum Brands Inc (アメリカ)		13,084

						Darden Restaurants Inc (アメリカ)		6,286

						AUTOGRILL SPA (イタリア)		6,207

						ゼンショーホールディングス(日本)		4,679

						Bloomin Brands Inc(アメリカ)		4,129

						ARCOS DORADOS 
HOLDINGS INCORPORATED (アルゼンチン)		4,033

						Chipotle Mexican Grill, Inc. (アメリカ)		3,215

						TIM HORTONS INCORPORATED(カナダ)		3,162





						TIM HORTONS Inc.(カナダ)		3,162

						Chipotle Mexican Grill, Inc. (アメリカ)		3,215

						ARCOS DORADOS HD Inc. (アルゼンチン)		4,033

						Bloomin Brands Inc.(アメリカ)		4,129

						ゼンショーホールディングス(日本)		4,679

						AUTOGRILL SPA (イタリア)		6,207

						Darden Restaurants Inc. (アメリカ)		6,286

						Yum Brands Inc. (アメリカ)		13,084

						Starbucks Corporation (アメリカ)		14,892

						McDonald's Corporation (アメリカ)		28,106









						TIM HORTONS Inc.		3,162

						Chipotle Mexican Grill, Inc. 		3,215

						ARCOS DORADOS HD Inc. 		4,033

						Bloomin Brands Inc.		4,129

						ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.		4,679

						AUTOGRILL SPA 		6,207

						Darden Restaurants Inc. 		6,286

						Yum Brands Inc. 		13,084

						Starbucks Corporation 		14,892

						McDonald's Corporation 		28,106





						McDonald's Corporation 		28,106

						Starbucks Corporation 		14,892

						Yum Brands Inc. 		13,084

						Darden Restaurants Inc. 		6,286

						AUTOGRILL SPA 		6,207

						ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.		4,679

						Bloomin Brands Inc.		4,129

						ARCOS DORADOS HD Inc. 		4,033

						Chipotle Mexican Grill, Inc. 		3,215

						TIM HORTONS Inc.		3,162



TIM HORTONS Inc.(カナダ)	Chipotle Mexican Grill, Inc. (アメリカ)	ARCOS DORADOS HD Inc. (アルゼンチン)	Bloomin Brands Inc.(アメリカ)	ゼンショーホールディングス(日本)	AUTOGRILL SPA (イタリア)	Darden Restaurants Inc. (アメリカ)	Yum Brands Inc. (アメリカ)	Starbucks Corporation (アメリカ)	McDonald's Corporation (アメリカ)	3162	3215	4033	4129	4679	6207	6286	13084	14892	28106	McDonald's Corporation 	Starbucks Corporation 	Yum Brands Inc. 	Darden Restaurants Inc. 	AUTOGRILL SPA 	ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.	Bloomin Brands Inc.	ARCOS DORADOS HD Inc. 	Chipotle Mexican Grill, Inc. 	TIM HORTONS Inc.	28106	14892	13084	6286	6207	4679	4129	4033	3215	3162	

基礎資料

		ＢＩ　「月別・日別推移」　→　「当月レート」　は、前月末のレートを採用 ツキベツ ヒ ベツ スイイ トウゲツ ゼンゲツ マツ サイヨウ

		閉店日　＞＝2016/03/31　（3/31以前に閉店した店舗は含まない） 　 開店日　＜＝2015/12/31（12/31以前に開店した店舗を含む）　など　　を選択 ヘイ テン テンポ フク カイテン ヒ イゼン カイテン テンポ フク

		*は取る ト

		開店、閉店の情報は、右クリックでロックする カイテン ヘイテン ジョウホウ ミギ

		⇒　2016/1/1から03/31まで、ひと月フルで営業していた店舗を対象にしている ツキ エイギョウ テンポ タイショウ

		1Q		閉店日　＞＝2018/3/31　		開店日 ＜＝2017/12/31

		2Q		閉店日　＞＝2018/06/30　		開店日 ＜＝2017/12/31

		3Q		閉店日　＞＝2018/09/30　		開店日 ＜＝2017/12/31

		4Q		閉店日　＞＝2018/12/31　		開店日 ＜＝2017/12/31

		※台湾は注意 タイワン チュウイ

		※丸亀製麺だけ絞る マ シボ

		アメリカ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		11,037,015		1,236,035,309		0		-		944,199,552		130.91%		1,085,440		887,294		122.3%		1,139		0		-		-		-		-		-		3

		2018/01		934,634		104,669,658		0		-		67,798,467		154.38%		94,437		67,217		140.5%		1,108		0		-		-		-		-		-

		2018/02		865,529		96,930,585		0		-		58,289,841		166.29%		86,893		58,009		149.8%		1,116		0		-		-		-		-		-

		2018/03		940,247		105,298,244		0		-		62,867,453		167.49%		93,828		62,064		151.2%		1,122		0		-		-		-		-		-

		2018/04		879,409		98,484,986		0		-		62,713,474		157.04%		88,931		61,268		145.2%		1,107		0		-		-		-		-		-

		2018/05		923,118		103,380,016		0		-		66,076,146		156.46%		92,310		63,938		144.4%		1,120		0		-		-		-		-		-

		2018/06		891,830		99,876,097		0		-		65,094,909		153.43%		89,438		63,065		141.8%		1,117		0		-		-		-		-		-

		2018/07		918,801		102,896,533		0		-		71,199,415		144.52%		91,340		67,966		134.4%		1,127		0		-		-		-		-		-

		2018/08		933,509		104,543,639		0		-		75,557,404		138.36%		90,175		71,798		125.6%		1,159		0		-		-		-		-		-

		2018/09		902,763		101,100,405		0		-		89,716,330		112.69%		87,740		82,737		106.0%		1,152		0		-		-		-		-		-

		2018/10		904,814		101,330,172		0		-		108,372,002		93.50%		87,870		96,758		90.8%		1,153		0		-		-		-		-		-

		2018/11		902,780		101,102,360		0		-		107,716,571		93.86%		87,338		96,159		90.8%		1,158		0		-		-		-		-		-

		2018/12		1,039,580		116,422,613		0		-		108,797,539		107.01%		95,140		96,315		98.8%		1,224		0		-		-		-		-		-

						34,334,314										30,151						1,139

						34,334

		韓国 カンコク

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		6,706,938,740		670,693,874		0		-		680,174,538		98.61%		755,090		803,853		93.9%		888		0		-		-		-		-		-		10

		2018/01		566,061,780		56,606,178		0		-		57,115,579		99.11%		66,453		66,098		100.5%		852		0		-		-		-		-		-

		2018/02		520,514,890		52,051,489		0		-		52,995,374		98.22%		60,381		61,720		97.8%		862		0		-		-		-		-		-

		2018/03		572,189,740		57,218,974		0		-		50,865,872		112.49%		66,336		59,949		110.7%		863		0		-		-		-		-		-

		2018/04		541,064,440		54,106,444		0		-		54,753,092		98.82%		60,522		65,413		92.5%		894		0		-		-		-		-		-

		2018/05		564,352,660		56,435,266		0		-		57,043,792		98.93%		63,559		68,308		93.0%		888		0		-		-		-		-		-

		2018/06		535,459,550		53,545,955		0		-		56,203,125		95.27%		60,112		67,006		89.7%		891		0		-		-		-		-		-

		2018/07		605,035,010		60,503,501		0		-		59,664,308		101.41%		68,244		70,970		96.2%		887		0		-		-		-		-		-

		2018/08		600,337,740		60,033,774		0		-		60,273,538		99.60%		67,212		71,770		93.6%		893		0		-		-		-		-		-

		2018/09		539,093,950		53,909,395		0		-		54,244,144		99.38%		58,602		64,180		91.3%		920		0		-		-		-		-		-

		2018/10		551,903,530		55,190,353		0		-		56,888,227		97.02%		61,414		67,561		90.9%		899		0		-		-		-		-		-

		2018/11		542,895,370		54,289,537		0		-		57,939,978		93.70%		59,548		68,212		87.3%		912		0		-		-		-		-		-

		2018/12		568,030,080		56,803,008		0		-		62,187,509		91.34%		62,707		72,666		86.3%		906		0		-		-		-		-		-

						5,589,116										6,292						888

						5,589

		台湾 タイワン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計				2,971,667,163										4,616,338								0		-		-		-		-		-		28

		2018/04		73,235,984		262,917,183		0		-		251,137,520		104.69%		389,494		407,124		95.7%		675		0		-		-		-		-		-

		2018/05		68,393,158		245,531,437		0		-		257,344,792		95.41%		378,505		388,993		97.3%		649		0		-		-		-		-		-

		2018/06		71,168,994		255,496,688		0		-		254,627,460		100.34%		391,780		386,317		101.4%		652		0		-		-		-		-		-

		2018/07		77,465,930		278,102,689		0		-		291,768,623		95.32%		431,510		435,155		99.2%		644		0		-		-		-		-		-

		2018/08		68,986,210		247,660,494		0		-		279,460,312		88.62%		400,710		422,766		94.8%		618		0		-		-		-		-		-

		2018/09		66,685,851		239,402,205		0		-		209,331,593		114.37%		368,591		319,832		115.2%		650		0		-		-		-		-		-

		2018/10		65,631,275		235,616,277		0		-		262,058,946		89.91%		359,469		395,002		91.0%		655		0		-		-		-		-		-

		2018/11		60,463,169		217,062,777		0		-		238,986,853		90.83%		350,028		358,597		97.6%		620		0		-		-		-		-		-

		2018/12		74,003,339		265,671,987		0		-		270,622,985		98.17%		418,034		405,124		103.2%		636		0		-		-		-		-		-

		2019/01		66,674,732		239,362,288		0		-		229,919,385		104.11%		376,272		353,655		106.4%		636		0		-		-		-		-		-

		2019/02		68,961,950		247,573,401		0		-		271,017,195		91.35%		380,474		385,962		98.6%		651		0		-		-		-		-		-

		2019/03		66,091,849		237,269,738		0		-		236,765,436		100.21%		371,471		349,155		106.4%		639		0		-		-		-		-		-

						8,844,248										13,739						644

						8,844

		ロシア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		249,820,501		489,648,182		0		-		606,340,489		80.75%		619,308		768,902		80.5%		791		0		-		-		-		-		-		7

		2018/01		23,475,281		46,011,550		0		-		37,642,492		122.23%		57,336		48,483		118.3%		802		0		-		-		-		-		-

		2018/02		23,467,768		45,996,825		0		-		41,677,393		110.36%		58,371		53,890		108.3%		788		0		-		-		-		-		-

		2018/03		28,161,829		55,197,185		0		-		55,066,665		100.24%		69,347		70,917		97.8%		796		0		-		-		-		-		-

		2018/04		29,134,888		57,104,380		0		-		51,409,079		111.08%		71,632		65,798		108.9%		797		0		-		-		-		-		-

		2018/05		28,300,303		55,468,594		0		-		51,420,349		107.87%		69,890		66,385		105.3%		794		0		-		-		-		-		-

		2018/06		29,105,898		57,047,559		0		-		51,120,385		111.59%		69,055		62,666		110.2%		826		0		-		-		-		-		-

		2018/07		26,761,752		52,453,033		0		-		47,238,507		111.04%		64,403		59,162		108.9%		814		0		-		-		-		-		-

		2018/08		25,422,365		49,827,835		0		-		46,456,545		107.26%		61,844		62,566		98.8%		806		0		-		-		-		-		-

		2018/09		11,250,390		22,050,764		0		-		56,269,767		39.19%		30,150		69,913		43.1%		731		0		-		-		-		-		-

		2018/10		12,932,184		25,347,080		0		-		59,012,452		42.95%		35,088		73,440		47.8%		722		0		-		-		-		-		-

		2018/11		11,807,845		23,143,376		0		-		56,289,703		41.11%		32,192		69,802		46.1%		719		0		-		-		-		-		-

		2018/12		0		0		0		-		52,737,152		0.00%		0		65,880		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

						6,359,067										8,043						791

						6,359

		中国 チュウゴク

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		253,847,903		4,257,029,327		0		-		4,276,874,170		99.54%		6,629,104		6,377,268		103.9%		642		0		-		-		-		-		-		69

		2018/01		21,499,479		360,546,268		0		-		354,313,915		101.76%		547,348		520,677		105.1%		659		0		-		-		-		-		-

		2018/02		19,902,231		333,760,419		0		-		317,080,764		105.26%		517,272		471,878		109.6%		645		0		-		-		-		-		-

		2018/03		21,157,732		354,815,159		0		-		340,711,334		104.14%		537,201		509,587		105.4%		660		0		-		-		-		-		-

		2018/04		20,238,475		339,399,222		0		-		339,685,662		99.92%		510,965		494,047		103.4%		664		0		-		-		-		-		-

		2018/05		20,188,411		338,559,649		0		-		350,489,524		96.60%		559,414		518,800		107.8%		605		0		-		-		-		-		-

		2018/06		21,499,488		360,546,409		0		-		380,465,857		94.76%		654,384		552,143		118.5%		551		0		-		-		-		-		-

		2018/07		24,090,931		404,004,918		0		-		401,912,616		100.52%		634,219		600,567		105.6%		637		0		-		-		-		-		-

		2018/08		23,709,415		397,606,893		0		-		391,397,135		101.59%		601,990		597,178		100.8%		660		0		-		-		-		-		-

		2018/09		20,247,900		339,557,280		0		-		340,705,766		99.66%		521,964		521,082		100.2%		651		0		-		-		-		-		-

		2018/10		20,449,485		342,937,857		0		-		340,641,385		100.67%		529,361		522,324		101.3%		648		0		-		-		-		-		-

		2018/11		19,610,734		328,872,006		0		-		339,044,797		97.00%		504,097		506,954		99.4%		652		0		-		-		-		-		-

		2018/12		21,253,622		356,423,248		0		-		380,425,416		93.69%		510,889		562,031		90.9%		698		0		-		-		-		-		-

						5,141,340										8,006						642

						5,141

		タイ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		136,089,230		485,838,550		0		-		539,844,041		90.00%		876,307		1,107,020		79.2%		554		0		-		-		-		-		-		22

		2018/01		13,421,005		47,912,987		0		-		40,074,580		119.56%		101,773		76,489		133.1%		471		0		-		-		-		-		-

		2018/02		11,488,032		41,012,276		0		-		37,324,473		109.88%		84,617		71,707		118.0%		485		0		-		-		-		-		-

		2018/03		12,723,835		45,424,091		0		-		42,611,486		106.60%		94,942		86,311		110.0%		478		0		-		-		-		-		-

		2018/04		12,840,018		45,838,865		0		-		45,051,056		101.75%		95,161		92,636		102.7%		482		0		-		-		-		-		-

		2018/05		12,432,458		44,383,875		0		-		37,668,891		117.83%		93,249		81,002		115.1%		476		0		-		-		-		-		-

		2018/06		12,305,931		43,932,174		0		-		45,718,692		96.09%		93,433		93,906		99.5%		470		0		-		-		-		-		-

		2018/07		12,344,254		44,068,987		0		-		46,736,223		94.29%		94,490		97,973		96.4%		466		0		-		-		-		-		-

		2018/08		12,112,614		43,242,032		0		-		48,688,249		88.81%		92,877		100,836		92.1%		466		0		-		-		-		-		-

		2018/09		11,428,445		40,799,549		0		-		49,654,757		82.17%		86,171		101,589		84.8%		473		0		-		-		-		-		-

		2018/10		5,156,638		18,409,197		0		-		46,566,077		39.53%		39,594		96,613		41.0%		465		0		-		-		-		-		-

		2018/11		7,520,459		26,848,037		0		-		46,014,052		58.35%		0		94,430		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

		2018/12		12,315,541		43,966,481		0		-		53,735,506		81.82%		0		113,528		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

						1,840,298										3,319						554

						1,840

		カンボジア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		723,052		80,974,591		0		-		79,876,540		101.37%		174,243		162,171		107.4%		465		0		-		-		-		-		-		1

		2018/01		60,902		6,820,403		0		-		5,835,079		116.89%		16,075		11,579		138.8%		424		0		-		-		-		-		-

		2018/02		54,361		6,087,933		0		-		5,431,325		112.09%		14,896		10,550		141.2%		409		0		-		-		-		-		-

		2018/03		61,330		6,868,311		0		-		6,083,072		112.91%		16,130		11,790		136.8%		426		0		-		-		-		-		-

		2018/04		62,016		6,945,199		0		-		6,234,230		111.40%		15,308		12,235		125.1%		454		0		-		-		-		-		-

		2018/05		55,382		6,202,267		0		-		6,263,222		99.03%		13,486		12,003		112.4%		460		0		-		-		-		-		-

		2018/06		57,645		6,455,609		0		-		6,783,814		95.16%		14,438		13,411		107.7%		447		0		-		-		-		-		-

		2018/07		55,777		6,246,474		0		-		7,030,093		88.85%		13,565		14,230		95.3%		460		0		-		-		-		-		-

		2018/08		61,259		6,860,382		0		-		7,381,441		92.94%		13,868		17,560		79.0%		495		0		-		-		-		-		-

		2018/09		56,863		6,368,142		0		-		6,971,815		91.34%		12,830		16,316		78.6%		496		0		-		-		-		-		-

		2018/10		66,844		7,485,806		0		-		7,285,194		102.75%		15,078		8,131		185.4%		496		0		-		-		-		-		-

		2018/11		61,908		6,933,024		0		-		7,221,156		96.01%		13,870		16,264		85.3%		500		0		-		-		-		-		-

		2018/12		68,765		7,701,041		0		-		7,356,099		104.69%		14,699		18,102		81.2%		524		0		-		-		-		-		-

						6,747,883										14,520						465

						6,748



		フィリピン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		69,533,573		157,145,876		0		-		51,237,143		306.70%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-		1

		2018/01		5,292,606		11,961,289		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/02		5,112,480		11,554,205		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/03		5,498,906		12,427,527		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/04		5,373,300		12,143,657		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/05		5,335,998		12,059,355		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/06		5,364,759		12,124,355		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/07		5,704,955		12,893,197		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/08		5,886,499		13,303,488		0		-		6,529,648		203.74%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/09		5,779,436		13,061,526		0		-		10,703,669		122.03%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/10		6,103,613		13,794,166		0		-		10,936,373		126.13%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/11		7,099,325		16,044,475		0		-		10,674,562		150.31%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/12		6,981,697		15,778,635		0		-		12,392,892		127.32%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

						13,095,490										0						ERROR:#DIV/0!

						13,095



				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン				検算 ケンザン

				アメリカ (本土・ハワイ） ホンド		34,334		30,151		1,139				30,151		0				9364837.1399935

				韓国 カンコク		5,589		6,292		888				6,292		0				16312.6546754795

				台湾 タイワン		8,844		13,739		644				13,739		0

				カンボジア		6,748		14,520		465				14,520		0

				ロシア（持分）		6,359		8,043		791				8,043		0

				中国（持分） チュウゴク モチブン		5,141		8,006		642				8,006		0

				タイ（持分）		1,840		3,319		554				3,319		0



				日本 ニホン		9,364		16,312		574				16,314		(2)



				Overseas Marugame Seimen brand　Basic information						(Monthly data per store)

						Sales
 (1,000 yen)		# of Guests
 (person)		Sales per Guest
 (yen)

				USA		34,334		30,151		1,139

				South Korea		5,589		6,292		888

				Taiwan (ROC)		8,844		13,739		644

				Cambodia		6,748		14,520		465

				Russia<JV>		6,359		8,043		791

				China(PRC) <JV>		5,141		8,006		642

				Thailand <JV>		1,840		3,319		554



				Japan		9,364		16,312		574

				過去データ カコ

				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン

				アメリカ		26,129		27,025		967

				韓国 カンコク		5,290		7,119		743

				台湾 タイワン		11,937		22,143		539

				ロシア（持分）		7,198		9,602		750

				中国（持分） チュウゴク モチブン		7,092		11,545		614

				タイ（持分）		2,457		4,910		500



				日本 ニホン		9,000		16,393		548







				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン

				アメリカ		31,554		31,756		994

				韓国 カンコク		6,005		7,465		804

				台湾 タイワン		16,033		24,226		662

				ロシア（持分）		7,736		10,644		727

				中国（持分） チュウゴク モチブン		8,479		12,302		689

				タイ（持分）		3,160		5,895		536



				日本 ニホン		8,836		16,213		545









Sheet8

		ＢＩ　「月別・日別推移」　→　「当月レート」　は、前月末のレートを採用

		閉店日　＞＝2016/03/31　（3/31以前に閉店した店舗は含まない） 　 開店日　＜＝2015/12/31（12/31以前に開店した店舗を含む）　など　　を選択

		*は取る

		開店、閉店の情報は、右クリックでロックする

		⇒　2016/1/1から03/31まで、ひと月フルで営業していた店舗を対象にしている

		1Q		閉店日　＞＝2019/3/31　		開店日 ＜＝2018/12/31

		2Q		閉店日　＞＝2019/06/30　		開店日 ＜＝2018/12/31

		3Q		閉店日　＞＝2019/09/30　		開店日 ＜＝2018/12/31

		4Q		閉店日　＞＝2019/12/31　		開店日 ＜＝2018/12/31

		※台湾は注意

		※丸亀製麺だけ絞る

		アメリカ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		3,775,772		420,005,085		0		-		305,840,278		137.33%		337,051		275,982		122.1%		1,246		0		-		-		-		-		-		5

		2019/01		1,330,758		146,330,201		0		-		103,856,746		140.90%		119,232		95,555		124.8%		1,227		0		-		-		-		-		-

		2019/02		1,184,941		132,559,354		0		-		96,738,622		137.03%		106,025		86,846		122.1%		1,250		0		-		-		-		-		-

		2019/03		1,260,073		141,115,529		0		-		105,244,911		134.08%		111,794		93,581		119.5%		1,262		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						28,000,339										22,470						1,246

						28,000

		韓国

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		1,580,603,090		158,813,746		0		-		166,848,993		95.18%		168,792		193,299		87.3%		941		0		-		-		-		-		-		10

		2019/01		531,204,040		53,226,645		0		-		56,384,924		94.40%		56,111		66,028		85.0%		949		0		-		-		-		-		-

		2019/02		497,843,510		50,431,548		0		-		53,101,644		94.97%		52,356		60,794		86.1%		963		0		-		-		-		-		-

		2019/03		551,555,540		55,155,554		0		-		57,362,425		96.15%		60,325		66,477		90.7%		914		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						5,293,792										5,626						941

						5,294

		台湾

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		232,899,909		816,303,255		0		-		758,783,227		107.58%		1,329,643		1,181,087		112.6%		614		0		-		-		-		-		-		31

		2019/04		73,674,211		265,227,160		0		-		261,160,848		101.56%		416,169		386,621		107.6%		637		0		-		-		-		-		-

		2019/05		75,733,337		260,522,679		0		-		238,959,394		109.02%		427,957		385,683		111.0%		609		0		-		-		-		-		-

		2019/06		83,492,361		290,553,416		0		-		258,662,985		112.33%		485,517		408,783		118.8%		598		0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

		2020/01																						0		-		-		-		-		-

		2020/02																						0		-		-		-		-		-

		2020/03																						0		-		-		-		-		-

						8,777,454										14,297						614

						8,777

		ロシア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計																						0		-		-		-		-		-		7

		2019/01																						0		-		-		-		-		-

		2019/02																						0		-		-		-		-		-

		2019/03																						0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						0										0						ERROR:#DIV/0!

						0

		中国

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		69,477,772		1,162,673,494		0		-		1,061,504,165		109.53%		1,630,424		1,625,313		100.3%		713		0		-		-		-		-		-		82

		2019/01		24,548,265		406,273,781		0		-		355,683,668		114.22%		572,525		567,131		101.0%		710		0		-		-		-		-		-

		2019/02		20,942,029		354,129,712		0		-		339,296,373		104.37%		481,953		503,492		95.7%		735		0		-		-		-		-		-

		2019/03		23,987,478		402,270,001		0		-		366,524,124		109.75%		575,946		554,690		103.8%		698		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						4,726,315										6,628						713

						4,726

		タイ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		34,435,354		123,136,542		0		-		136,646,473		90.11%		253,698		284,956		89.0%		485		0		-		-		-		-		-		24

		2019/01		11,696,125		41,638,205		0		-		46,666,141		89.23%		86,060		99,389		86.6%		484		0		-		-		-		-		-

		2019/02		10,642,945		38,314,601		0		-		42,171,387		90.85%		78,347		86,202		90.9%		489		0		-		-		-		-		-

		2019/03		12,096,285		43,183,736		0		-		47,808,945		90.33%		89,291		99,365		89.9%		484		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						1,710,230										3,524						485

						1,710

		カンボジア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		212,624		23,661,393		0		-		19,685,795		120.20%		44,272		47,403		93.4%		534		0		-		-		-		-		-		1

		2019/01		70,102		7,708,390		0		-		6,646,907		115.97%		14,847		15,975		92.9%		519		0		-		-		-		-		-

		2019/02		67,257		7,524,062		0		-		6,105,202		123.24%		14,023		14,947		93.8%		537		0		-		-		-		-		-

		2019/03		75,265		8,428,942		0		-		6,933,686		121.57%		15,402		16,481		93.5%		547		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						7,887,131										14,757						534

						7,887



		フィリピン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		63,548,033		143,724,744		0		-		52,754,174		272.44%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-		4

		2019/01		20,170,105		45,181,036		0		-		11,837,618		381.67%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/02		12,739,773		29,301,477		0		-		13,061,748		224.33%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/03		30,638,155		69,242,230		0		-		27,854,807		248.58%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/04														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/05														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/06														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/07														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/08														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/09														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/10														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/11														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/12														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

						11,977,062										0						ERROR:#DIV/0!

						11,977



				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)				検算

				アメリカ (本土・ハワイ）		28,000		22,470		1,246				22,470		0				9364837.1399935

				韓国		5,294		5,626		941				5,626		0				16312.6546754795

				台湾		8,777		14,297		614				14,297		0

				カンボジア		7,887		14,757		534				14,757		0

				ロシア（持分）		0		0		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				中国（持分）		4,726		6,628		713				6,628		0

				タイ（持分）		1,710		3,524		485				3,524		0



				日本		9,813		17,685		555				17,681		4



				Overseas Marugame Seimen brand　Basic information						(Monthly data per store)

						Sales
 (1,000 yen)		# of Guests
 (person)		Sales per Guest
 (yen)

				USA		28,000		22,470		1,246

				South Korea		5,294		5,626		941

				Taiwan (ROC)		8,777		14,297		614

				Cambodia		7,887		14,757		534

				China(PRC) <JV>		4,726		6,628		713

				Thailand <JV>		1,710		3,524		485



				Japan		9,813		17,685		555

				過去データ

				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)

				アメリカ		26,129		27,025		967

				韓国		5,290		7,119		743

				台湾		11,937		22,143		539

				ロシア（持分）		7,198		9,602		750

				中国（持分）		7,092		11,545		614

				タイ（持分）		2,457		4,910		500



				日本		9,000		16,393		548







				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)

				アメリカ		31,554		31,756		994

				韓国		6,005		7,465		804

				台湾		16,033		24,226		662

				ロシア（持分）		7,736		10,644		727

				中国（持分）		8,479		12,302		689

				タイ（持分）		3,160		5,895		536



				日本		8,836		16,213		545









株主還元

				配当の推移

						2012年3月期		2014年
3月期		2015年
3月期		2016年
3月期		2017年
3月期		2018年
3月期		2019年
3月期		2020年
3月期
(予想) ヨソウ

				1株当たりの
年間配当額 ア		15円50銭		8円00銭		10円00銭		24円00銭		26円00銭		26円50銭		1円50銭		12円50銭

				配当性向		19.90%		37.00%		20.50%		19.90%		20.00%		24.68%		24.10%		20.56%



																										株主優待の内容

																										保有株式数		優待内容		継続保有優遇 ケイゾク ホユウ ユウグウ

																										実施回数 ジッシ カイスウ		年2回 ネン カイ		左記に追加 サキ ツイカ		年2回 ネン カイ

																										100株以上～200株未満		4,000円相当の割引券 ワリビキケン				ー

																										200株以上～500株未満		4,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン

																										500株以上～1,000株未満		10,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン

																										1,000株以上		15,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン



				Changes in Dividends

						Year ended March 31, 2012		Year ended March 31, 2014		Year ended March 31, 2015		Year ended March 31, 2016		Year ended March 31, 2017		Year ended March 31, 2018		Year ended March 31, 2019		Year ended March 31, 2020
(estimated)

				Annual dividend per share		15.50yen		8.00yen		10.00yen		24.00yen		26.00yen		26.50yen		1.50yen		12.50yen																Annual dividend per share

				Dividend payout ratio		19.90%		37.00%		20.50%		19.90%		20.00%		20.00%		24.10%		20.56%																Dividend payout ratio



																										Shareholder incentives

																										Number of shares		Incentive		Preferential treatment for continuous holding

																										The number of times		Twice a year		Twice a year						Shareholder incentives

																										100 - 200		4,000 yen value coupon 		Add to left		-				Shareholder incentives

																										200 - 500		4,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 

																										500 - 1,000		10,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 

																										1,000+  		15,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 





丸亀製麺　既存店

																																				Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar

						2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		2018年
3月期 ネン ガツキ		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		10月																												2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月 ガツ		2月		3月		4月 ガツ		5月 ガツ		6月

						FY 2015		FY 2016		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep						FY 2015		FY 2016		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun

						FY 2015		FY 2016		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		FY 2017 		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月						FY 2015		FY 2016		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar

				Net Sales		106.7%		103.8%		104.8%		105.2%		107.0%		110.2%		104.2%		105.1%		100.6%		100.5%		107.6%		103.2%		103.1%		101.1%		104.4%		103.3%		94.4%		97.9%		96.3%		95.2%		92.2%		96.5%		101.8%		96.3%		97.6%		96.8%		99.6%		96.7%		110.1%		105.7%		103.0%		106.2%		111.3%						2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月

				# of guests - Head count		101.8%		103.0%		104.1%		102.5%		102.5%		104.2%		98.6%		101.4%		99.1%		98.6%		101.7%		99.7%		99.5%		98.2%		100.8%		97.6%		91.0%		95.2%		99.8%		97.5%		93.0%		93.9%		99.6%		96.1%		94.9%		96.6%		98.7%		99.0%		122.6%		106.6%		99.3%		104.1%		111.5%				売上 ウリアゲ		106.7%		103.8%		104.4%		103.3%		94.4%		97.9%		96.3%		95.2%		92.2%		96.5%		101.8%		96.3%								97%		110%		106%

				Sales per guest  - Average soend per head		106.7%		100.9%		100.7%		102.6%		104.4%		105.8%		105.7%		103.7%		101.5%		101.9%		105.8%		103.5%		103.7%		102.9%		103.5%		105.8%		103.8%		102.9%		96.5%		97.7%		99.1%		102.8%		102.2%		100.2%		102.9%		100.2%		100.9%		97.7%		89.8%		99.1%		103.7%		101.9%		99.9%				客数 キャクスウ		101.8%		103.0%		100.8%		97.6%		91.0%		95.2%		99.8%		97.5%		93.0%		93.9%		99.6%		96.1%								99%		123%		107%
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																																		CM		110.0%		110.4%		79.4%		125.7%		73.0%		93.0%
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				FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018.2Q

				8,084,319		8,375,678		8,820,127		9,151,859		9,515,486		9,393,999

				8,084		8,376		8,820		9,152		9,515		9,394

												117.7%		112.2%

												1,431

				2013.04-2014.03		2014.04-2015.03		2015.04-2016.03		2016.04-2017.03		2017.04-2018.03		2018.04-2019.03

				2014年
3月期 ネン ガツキ		2015年
3月期 ネン ガツキ		2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		2019年
3月期3Q ネン ガツキ

				8,084,319		8,375,678		8,821,908		9,153,590		9,517,802		9290333.95227737

				8,084		8,376		8,822		9,154		9,518		9,290

												117.7%		114.9%

												1,433,483		1,206,015

				FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018.2Q

				2014年
3月期 ネン ガツキ		2015年
3月期 ネン ガツキ		2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		2019年
3月期3Q ネン ガツキ



2014年	
3月期	2015年	
3月期	2016年	
3月期	2017年	
3月期	2018年	
3月期	2019年	
3月期3Q	8084.3188461100035	8375.6776849462367	8821.9075525010794	9153.5900605864608	9517.8017006252685	9290.3339522773695	

IFRS16

				大きな変更点は、これまでのファイナンス・リースとオペレーティング・リースという分類がなくなり、あらゆるリースが資産計上されることだ。その結果、莫大な金額のリースが企業会計上に表面化することとなる。さらに、損益計算書上では、ほとんどのオペレーティング・リースの初期の影響が大きくなる。つまり、リースの初期費用が上がる。



				2019年の新基準適用以降、上場企業は2017年と18年の財務諸表にさかのぼって新基準適用を求められることとなる。非上場企業に関しても、同様に2018年と19年にさかのぼって適用となる。

				BS												ＰＬ

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				資産 シサン		○						○●				売上 ウリアゲ

				負債 フサイ		○						○●				販管費 ハ				●

																ＥＢＩＴＤＡ

				簿外 ボガイ				●								減価償却 ゲンカ ショウキャク		○						○●

																営業利益 エイギョウ リエキ

																財務費用 ザイム ヒヨウ		○						○●

																税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ





Sheet2

																								（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS（2019/4/1）※												ＰＬ(2019/4/1～2020/3/31)※

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								84,530				売上 ウリアゲ

				リース資産 シサン		5,658										販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン				15,443

				リース負債 フサイ		3,536						82,407				ＥＢＩＴＤＡ

																減価償却 ゲンカ ショウキャク		○						14,584

				簿外 ボガイ				●								営業利益 エイギョウ リエキ

																財務費用 ザイム ヒヨウ		○						498

																税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ



				BS（新規計上額）※ シンキ ケイジョウ ガク

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								78,872

				リース資産 シサン		○

				リース負債 フサイ		○						78,872



				簿外 ボガイ				●

				※IFRS16影響額に関しましては、将来期間の為替レートが不明、減損が未確定、社宅データが最新のものではないなど、

				数値の変動要素はありますので、その点はご留意ください。





Sheet3

																								（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS（2019/4/1）												ＰＬ(2019/4/1～2020/3/31)

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								84,530				売上 ウリアゲ

				リース資産 シサン		5,658										販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン				15,443

				リース負債 フサイ		3,536						82,407				ＥＢＩＴＤＡ

																減価償却 ゲンカ ショウキャク								14,584

				BS（新規計上額） シンキ ケイジョウ ガク												営業利益 エイギョウ リエキ

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン				財務費用 ザイム ヒヨウ								498

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース				税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ

				使用権資産 シヨウケン シサン								78,872

				リース資産 シサン

				リース負債 フサイ								78,872

				※IFRS16影響額に関しましては、将来期間の為替レートが不明、減損が未確定、社宅データが最新のものではないなど、

				数値の変動要素はありますので、その点はご留意ください。





Sheet6

																				（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS期首影響額 キシュ エイキョウガク										ＰＬ影響額(2019/4/1～2019/6/30) エイキョウガク

						旧会計基準(2019/3/31現在) キュウ カイケイ キジュン ゲンザイ		新基準により
追加的に認識(2019/4/1現在) シン キジュン ツイカテキ ニンシキ ゲンザイ		合計 ゴウケイ						旧会計基準 キュウ		IFRS16
影響額 エイキョウガク		新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース

				使用権資産 シヨウケン シサン				78,094		78,094				売上 ウリアゲ		39,212		0		39,212

				有形リース資産(期末帳簿価額) ユウケイ シサン キマツ チョウボ カガク		2,364				2,364				販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン		4,555		-3,735		819

				リース負債 フサイ		3,536		79,928		83,464				ＥＢＩＴＤＡ		3,653		3,624		7,277

				利益剰余金の減少(税効果会計等考慮後) リエキ ジョウヨキン ゲンショウ ゼイ コウカ カイケイ トウ コウリョ ゴ				880		880				減価償却 ゲンカ ショウキャク		1,126		3,624		4,751

														営業利益 エイギョウ リエキ		1,940		111		2,051

														金融費用 キンユウ ヒヨウ		345		124		469

														税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ		1,382		-13		1,369
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						2019年
3月 ネン ガツ		2020年
3月 ネン ガツ		2021年
3月 ネン ガツ		2022年
3月 ネン ガツ								2026年
3月 ネン ガツ				2019年
3月 ネン ガツ		2020年
3月 ネン ガツ		2021年
3月 ネン ガツ		2022年
3月 ネン ガツ				2026年
3月 ネン ガツ

				仮 カリ		145,190		166,116		192,054		218,455								350,000				145,190		166,116		192,054		218,455				350,000

								114%		116%		114%								ERROR:#DIV/0!						114%		116%		114%				ERROR:#DIV/0!
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3月	145190	166116	192054	218455	350000	2019年	
3月	2020年	
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3月	2026年	
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Sheet7

				現状 ゲンジョウ												修正案 シュウセイ アン

						店舗数 テンポ スウ		売上（億円） ウリアゲ オク エン		売上（億円）
/店 ウリアゲ オク エン テン		月商（万円）
/店 ゲツ ショウ マン エン テン						店舗数 テンポ スウ		売上（億円） ウリアゲ オク エン		売上（億円）
/店 ウリアゲ オク エン テン		月商（万円）
/店 ゲツ ショウ マン エン テン

				北米 ホクベイ		1,000		1,000		1.0		833				北米 ホクベイ		1,000		1,000		1.0		833

				中南米 チュウナンベイ		200		100		0.5		417				中南米 チュウナンベイ		200		150		0.8		625

				欧州(+中東） オウシュウ チュウトウ		500		50		0.1		83		⇒		欧州(+中東） オウシュウ チュウトウ		500		350		0.7		583

				アジア		2,300		1,350		0.6		489				アジア		2,000		1,250		0.6		521

				日本 ニホン		2,000		2,500		1.3		1,042				日本 ニホン		2,000		2,000		1.0		833

																　TDJ以外 イガイ		300		250		0.8		694

						6,000		5,000		0.8		694						6,000		5,000		0.8		694
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				連結PL (IFRS) レンケツ

						第2四半期 ダイ シハンキ						計画 ケイカク								前年同期 マエ ネン ドウキ キ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネンヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		80,017		100.0%		111.2%		77,748		100.0%		102.9%				71,980		100.0%

				事業利益 ジギョウ リエキ		5,840		7.3%		132.9%		3,651		4.7%		160.0%				4,393		6.1%

				EBITDA		15,499		19.4%		231.2%		13,793		17.7%		112.4%				6,705		9.3%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		15,560		19.4%		226.4%		14,093		18.1%		110.4%				6,872		9.5%

				営業利益 エイギョウ リエキ		5,084		6.4%		123.3%		3,359		4.3%		151.4%				4,122		5.7%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		4,100		5.1%		99.3%		3,073		4.0%		133.4%				4,127		5.7%

				四半期利益 シハンキ リエキ		2,601		3.3%		89.0%		2,009		2.6%		129.5%				2,923		4.1%				←値張り注意 アタイ バ チュウイ

				親会社の所有者に帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウ キ リエキ		2,569		3.2%		87.1%		1,948		2.5%		131.9%				2,948		4.1%



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		108.5%		47,039		100.0%		104.6%				45,346		100.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%				←　自動リンク ジドウ







				Consolidated PL (IFRS)																												Planned（計画した・された）　

						2Q FY 2019 						2Q FY 2019 (forecast) 								Previous period												一語だけでは違和感がありますがいかがでしょうか

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 				Amount		% to Revenue

				Revenue		80,017		100.0%		111.2%		77,748		100.0%		102.9%				71,980		100.0%										上期計画　H1 2018 (forecast) 

				Contribution margin		5,840		7.3%		132.9%		3,651		5%		160.0%				4,393		6.1%

				EBITDA		15,499		19.4%		231.2%		13,793		18%		112.4%				6,705		9.3%

				Adjusted EBITDA		15,560		19.4%		226.4%		14,093		18.1%		110.4%				6,872		9.5%										売上費　% to Sales 

				Operating profit		5,084		6.4%		123.3%		3,359		4.3%		151.4%				4,122		5.7%

				Profit before tax		4,100		5.1%		99.3%		3,073		4.0%		133.4%				4,127		5.7%										計画比 % to Plan 

				Profit for the year		2,601		3.3%		89.0%		2,009		2.6%		129.5%				2,923		4.1%

				Profit for the year attributable to owners of the parents		2,569		3.2%		87.1%		1,948		2.5%		131.9%				2,948		4.1%										前年比 YoY



				Marugameseimen segment																												英語では、表記の統一が重要になります。

				Revenue		49,183		100%		108.5%		47,039		100%		104.6%				45,346		100%										Pnanned(FY2018 2Q)

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%										 (2Q 2018) と期が前に来ます。

				Overseas segment																												カッコの前後には半角スペースが必要です。

				Revenue		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%





















4Q1



				連結PL (IFRS) レンケツ

						当期 トウキ										計画 ケイカク								前期 ゼンキ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		進捗率 シンチョク リツ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネンヒ				※値張りがあるので、計算式をチェック アタイ バ ケイサン シキ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		116,504		100.0%		49,660		100.0%		114.5%		112,233		100.0%		103.8%				101,779		100.0%		114.5%

				EBITDA		11,745		10.1%		-		-		-		-		-		-				12,167		12.0%		96.5%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		12,362		10.6%		-		-		96%		14,057		12.5%		87.9%				12,934		12.7%		95.6%

				営業利益 エイギョウ リエキ		7,635		6.6%		4,490		9.0%		88.6%		8,851		7.9%		86.3%				8,619		8.5%		88.6%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		7,175		6.2%		4,380		8.8%		84.8%		8,993		8.0%		79.8%				8,466		8.3%		84.8%

				当期利益 トウキ リエキ		4,663		4.0%		2,800		5.6%		83.5%		5,968		5.3%		78.1%				5,585		5.5%		83.5%				78.1%		※値張り アタイ バ

				親会社の所有者に帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウ キ リエキ		4,665		4.0%		2,810		5.7%		82.8%		5,970		5.3%		78.1%				5,631		5.5%		82.8%				78.1%		※値張り アタイ バ



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		49,660		100.0%		57.5%		89,306		100.0%		55.1%				85,598		100.0%		57.5%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		7,832		6.7%		-		-		-		14,913		-		-				13,674		13.4%		57.3%				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		49,660		100.0%		287.0%		6,876		100.0%		243.2%				5,826		100.0%		287.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		2,352		2.0%		-		-		-		366		-		-				363		0.4%		647.9%				←　自動リンク ジドウ

										　







				Consolidated PL (IFRS)

						FY 2017										FY 2017 Plan								Previous period

						Amount		Ratio to
Revenue		Planned		Ratio to
Revenue		Ratio to
Plannede		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Planned				Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		116,504		100.0%		49,660		100.0%		114.5%		112,233		100.0%		103.8%		0		101,779		100.0%		114.5%

				EBITDA		11,745		10.1%		-		-		-		-		-		-		0		12,167		12.0%		96.5%

				Adjusted EBITDA		12,362		10.6%		-		-		96%		14,057		12.5%		87.9%		0		12,934		12.7%		95.6%

				Operating profit		7,635		6.6%		4,490		9.0%		88.6%		8,851		7.9%		86.3%		0		8,619		8.5%		88.6%

				Profit before tax		7,175		6.2%		4,380		8.8%		84.8%		8,993		8.0%		79.8%		0		8,466		8.3%		84.8%

				Profit for the year		4,663		4.0%		2,800		5.6%		83.5%		5,968		5.3%		78.1%		0		5,585		5.5%		83.5%

				Profit for the year attributable to owners of the parents		4,665		4.0%		2,810		5.7%		82.8%		5,970		5.3%		78.1%		0		5,631		5.5%		82.8%

				Marugameseimen segment

				Revenue		49,183		100.0%		49,660		100.0%		57.5%		89,306		100.0%		55.1%		0		85,598		100.0%		57.5%

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		6.7%		-		-		-		14,913		-		-		0		13,674		13.4%		57.3%

				Overseas segment

				Revenue		16,720		100.0%		49,660		100.0%		287.0%		6,876		100.0%		243.2%		0		5,826		100.0%		287.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		2,352		2.0%		-		-		-		366		-		-		0		363		0.4%		647.9%





4Q



				連結PL (IFRS) レンケツ

						当期 トウキ						計画 ケイカク								前期 マエ ドウキ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		145,022		100.0%		124.5%		144,673		100.0%		100.2%				116,504		100.0%		124.5%

				EBITDA		8,671		6.0%		73.8%		-		-		-				11,745		10.1%		73.8%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		12,402		8.6%		100.3%		-		-		-				12,362		10.6%		100.3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		2,302		1.6%		30.2%		4,710		3.3%		48.9%				7,635		6.6%		30.2%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		1,337		0.9%		18.6%		4,219		2.9%		31.7%				7,175		6.2%		18.6%

				当期利益 トウキ リエキ		221		0.2%		4.7%		3,017		2.1%		7.3%				4,663		4.0%		4.7%				←値張り注意 アタイ バ チュウイ

				親会社の所有者に帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウ キ リエキ		267		0.2%		5.7%		3,105		2.1%		8.6%				4,665		4.0%		5.7%



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		108.5%		47,039		100.0%		104.6%				45,346		100.0%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%		0.0%				←　自動リンク ジドウ







				Consolidated PL (IFRS)																														Planned（計画した・された）　

						FY 2019 						Full -year forecast								FY 2018														一語だけでは違和感がありますがいかがでしょうか

						Millions of yen		Ratio to revenue		YoY change		Millions of yen		Ratio to revenue		Ratio to budget				Millions of yen		Ratio to revenue		YoY change

				Revenue		145,022		100.0%		124.5%		144,673		100.0%		100.2%				116,504		100.0%		124.5%										上期計画　H1 2018 (forecast) 

				EBITDA		8,671		6.0%		73.8%		-		-		-				11,745		10.1%		73.8%

				Adjusted EBITDA		12,402		8.6%		100.3%		-		-		-				12,362		10.6%		100.3%										売上費　% to Sales 

				Operating profit		2,302		1.6%		30.2%		4,710		3.3%		48.9%				7,635		6.6%		30.2%

				Profit before tax		1,337		0.9%		18.6%		4,219		2.9%		31.7%				7,175		6.2%		18.6%										計画比 % to Plan 

				Profit for the year		221		0.2%		4.7%		3,017		2.1%		7.3%				4,663		4.0%		4.7%

				Profit for the year attributable to owners of the parents		267		0.2%		5.7%		3,105		2.1%		8.6%				4,665		4.0%		5.7%										前年比 YoY



				Marugameseimen segment																														英語では、表記の統一が重要になります。

				Revenue		49,183		100%		108.5%		47,039		100%		104.6%				45,346		100%		0.0%										Pnanned(FY2018 2Q)

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%		0.0%										 (2Q 2018) と期が前に来ます。

				Overseas segment																														カッコの前後には半角スペースが必要です。

				Revenue		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%		0.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%		0.0%





















丸亀PL



				※項目　丸亀製麺を更新すれば他のセグメントもリンク コウモク マ コウシン タ																																																				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期 ダイ シハンキ						計画 ケイカク										前年同期 ゼンネン ドウキ																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキ ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキ ヒ																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		108.5%		47,039		100.0%		104.6%		104.6%				45,346		100.0%		108.5%																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%		117.8%				6,595		14.5%		118.8%		1,237																												税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Marugameseimen segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		49,183		100%		108.5%		47,039		100%		104.6%		104.6%				45,346		100%		108.5%										19,324		-		254.5%

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%		117.8%				6,595		14.5%		118.8%										14,576		75.4%		53.7%























とん一PL



																																																								その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				豚屋とん一セグメントPL  ブタ ヤ イチ																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期						計画										前年同期																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		1,827		100.0%		95.5%		1,940		100.0%		94.2%		94.2%				1,913		100.0%		95.5%																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ		55		3.0%		-		29		1.5%		188.2%		-				△ 11		-		-500.0%		66																												税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Butaya tonichi segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		1,827		100.0%		95.5%		1,940		100.0%		94.2%		94.2%				1,913		100.0%		95.5%										19,324		-		9.5%

				Operating profit of Butaya tonichi segment		55		3.0%		-		29		1.5%		2		-				△ 11		-		-500.0%										14,576		75.4%		0.4%























カフェPL



																																																								その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				カフェセグメントPL 																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期						計画										前年同期																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		2,595		100.0%		149.0%		2,278		100.0%		113.9%		113.9%				1,742		100.0%		149.0%																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ		116		4.5%		-		94		4.1%		123.4%		-				69		-		168.1%		47																												税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Butaya tonichi segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		2,595		100.0%		149.0%		2,278		100.0%		113.9%		113.9%				1,742		100.0%		149.0%										19,324		-		13.4%

				Operating profit of Butaya tonichi segment		116		4.5%		-		94		4.1%		1		-				69		-		168.1%										14,576		75.4%		0.8%























海外ＰＬ

				海外事業セグメントＰＬ カイガイ ジギョウ

						第2四半期						計画										前年同期

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%		102.0%				14,906		100.0%		112.2%

				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%		124.5%				1,695		11.4%		138.8%		657







				Overseas segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%		102.0%				14,906		100.0%		112.2%

				Operating profit of Overseas segment		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%		124.5%				1,695		11.4%		138.8%

















店舗数



								2019年
3月末 ネン ガツ マツ		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								出店		退店		2019年
9月末 ネン ガツ マツ

										1Q		2Q		3Q		4Q

				国内 コクナイ				1,103		7		0		-2		-4		36		16		1,123

						内、丸亀製麺 ウチ		817		7				-2		-4		11		4		824

				海外 カイガイ				575		-1				1		1		61		34		602

				合 計 ゴウ ケイ				1,678		6		0		-1		-3		97		50		1,725





								2019
Mar		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								Open		Close		2019
June

										1Q		2Q		3Q		4Q

				Domestic				1,103		7		0		(2)		(4)		36		16		1,123

						Marugame Seimen		817		7		0		(2)		(4)		11		4		824

				Overseas				575		(1)		0		1		1		61		34		602

				Total				1,678		6		0		(1)		(3)		97		50		1,725



















国内店舗数

				国内 コクナイ

				運営業態 ウンエイ ギョウタイ						2019年
3月末 ネン ガツ マツ		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								累計 ルイケイ				2019年
9月末 ネン ガツ マツ

												1Q		2Q		3Q		4Q		出店 シュッテン		退店 タイ テン

				丸亀製麺（うどん） マルガメ セイメン						817		5		1		2		-3		11		4		824

						RS				637		7				-2		-4		4		3		638

						SC				180		-2		1		4		1		7		1		186

				とりどーる（焼き鳥） ヤ トリ						15		-1		-1						0		2		13

				豚屋とん一等（豚カツ・トンテキ） ブタ ヤ イチ トウ トン						53										1		0		54

				丸醤屋（ラーメン） マル ジャン ヤ						11								-1		0		1		10

				長田本庄軒（焼きそば） ナ ヤ						10										2		0		12

				コナズ珈琲等（カフェ） コーヒー トウ						29										4		0		33

				天ぷらまきの（天ぷら定食） テン テン テイショク						11										5		0		16

				晩杯屋（立ち飲み） ※1 バン ハイ ヤ タ ノ						49										0		4		45

				ずんどう屋（ラーメン） ヤ						45										3		0		48

				その他 タ						63		-1				1		1		10		5		68				出店 シュッテン		ヤマキ 7、鳥八代 １、いぶき １、福はうち １ トリ ハチダイ フク

				合 計 ゴウ ケイ						1,103		3		0		3		-3		36		16		1,123				退店 タイテン		Collective 2、麺屋どおり １、ヤマキ ２、 メン ヤ









				Domestic

				Brands						Mar
2019		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								During period				Sep
2019								Roadside locations "roadside"は一語です。

												1Q		2Q		3Q		4Q		Open		Close

				Marugame Seimen (Udon)						817		5		1		2		-3		11		4		824								Mall locations/Shopping center locaitons

						Roadside locations				637		7		0		-2		-4		4		3		638

						Shopping center locaitons				180		-2		1		4		1		7		1		186								ショッピングセンターは固有名詞ではないので

				Toridoll (Yakitori)						15		-1		-1		0		0		0		2		13								最初だけ大文字です。

				Butaya Tonichi （Tonkatsu,tonteki）						53		0		0		0		0		1		0		54								とんいちの表記の揺らぎを統一する必要があります

				Marushoya (Ramen)						11		0		0		0		-1		0		1		10

				Nagatahonjoken (Yakisoba)						10		0		0		0		0		2		0		12

				Kona's CoffeeRoasted（Cafe）						29		0		0		0		0		4		0		33

				Makino（Tenpura）						11		0		0		0		0		5		0		16

				Banpaiya (Standing Bar)						49		0		0		0		0		0		4		45

				Zundoya (Ramen)						45		0		0		0		0		3		0		48

				Others						63		-1		0		1		1		10		5		68

				Total						1,103		3		0		3		-3		36		16		1,123























海外店舗数

						海外 カイガイ

						業態 ギョウタイ		運営形態 ウンエイ ケイタイ		持分
比率 モチブン ヒリツ		エリア		直営 チョクエイ								FC								総合計 ソウ ゴウケイ

														2019年 ネン		通期累計 ツウキ ルイ ケイ				2019年 ネン		2019年 ネン		通期累計 ツウキ ルイ ケイ				2019年 ネン

														3月末 ガツ マツ		出店 シュッテン		退店 シリゾ ミセ		9月末 ガツ マツ		3月末 ガツ マツ		出店 シュッテン		退店 シリゾ ミセ		9月末 ガツ マツ

						丸亀製麺 マルガメ セイメン		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		6		2		0		8		0		0		0		0		8

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		韓国 カンコク		6		0		-1		5		4		0		0		4		9

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		90%		台湾 タイワン		30		1		0		31		0		0		0		0		31

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		65%		カンボジア		2		0		-1		1		0		2		0		2		3

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		タイ		19		0		0		19		0		0		0		0		19

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		37%		中国 チュウゴク		76		9		-10		75		5		0		0		5		80		(丸亀製麺等） マルガメ セイメン トウ

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		33%		シンガポール		3		0		0		3		0		0		0		0		3

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		インドネシア		0		0		0		0		51		7		-1		57		57

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		ベトナム		0		0		0		0		10		0		0		10		10

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		オーストラリア		0		0		0		0		2		2		0		4		4

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		フィリピン		0		0		0		0		4		3		0		7		7

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		ロシア		0		0		0		0		6		1		0		7		7		⇒　次回より「ロイヤリティ収入」に変更 ジカイ シュウニュウ ヘンコウ

						譚仔雲南米線		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		中国(香港） チュウゴク ホンコン		53		2		0		55		0		0		0		0		55

						譚仔三哥米線		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		中国(香港） チュウゴク		54		4		0		58		0		0		0		0		58

						MONSTER CURRY		連結子会社 レンケツ コガイシャ		70%		シンガポール		13		0		0		13		0		0		0		0		13

						Wok to Walk		連結子会社 レンケツ コガイシャ		60%		欧州等 オウシュウ トウ		2		0		-2		0		101		11		-6		106		106		←将来的にはエリア別記載とChill Chillの分離を検討 ショウライテキ ベツ キサイ ブンリ ケントウ

						Boat Noodle等 トウ		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		49%		マレーシア等 トウ		65		3		-10		58		6		3		0		9		67		←ＦＣ：インドネシア、ブルネイ、シンガポール

						Boat Noodle		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		ミャンマー		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Shoryu（昇龍） ショウリュウ		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		39%		イギリス		11		0		0		11		0		0		0		0		11

						Poke		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		アメリカ等 トウ		32		0		-1		31		7		11		0		18		49

						とん一 イチ		連結子会社 レンケツ コガイシャ		90%		台湾 タイワン		4		0		-2		2		0		0		0		0		2

						Tokyo Table		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		1		0		0		1		0		0		0		0		1		←Saly Papa含む フク

						Crackin' Kitchen等 トウ		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						合　計 ア ケイ								379		21		-27		373		196		40		-7		229		602



						Overseas

						Brands		Units		Shareholding ratio		Area		 Own stores								FC								Total										3Q FY2017

														2019		FY2019				2019		2019		FY2019				2019												Open　Openings

														Mar		Openings		Closures		Sep		Mar		Openings		Closures		Sep												Close　Closures

						Marugame Seimen		Subsidiaries		100%		USA		6		2		0		8		0		0		0		0		8										Direct operation → Own stores

								Subsidiaries		100%		Korea		6		0		-1		5		4		0		0		4		9										Investment ratio → Shareholding ratio

								Subsidiaries		90%		Taiwan		30		1		0		31		0		0		0		0		31										Operation form → Units

								Subsidiaries		65%		Cambodia		2		0		-1		1		0		2		0		2		3										JVs → Joint ventures

								JVs		40%		Thailand		19		0		0		19		0		0		0		0		19

								JVs		37%		China		76		9		-10		75		5		0		0		5		80		(丸亀製麺等） マルガメ セイメン トウ								Zundouya は海外では　Zund　でしょうか

								JVs		33%		Singapore		3		0		0		3		0		0		0		0		3										また雲南ヌードルの社名も英語にしてください

								FCs		-		Indonesia		0		0		0		0		51		7		-1		57		57										Tam Jai Yunnan Mixian  

								FCs		-		Vietnam		0		0		0		0		10		0		0		10		10										Tam Jai Sam Gor Mixian

								FCs		-		Australia		0		0		0		0		2		2		0		4		4

								FCs		-		Philippines		0		0		0		0		4		3		0		7		7

								FCs		-		Russia		0		0		0		0		6		1		0		7		7										FCS → Franchise stores

						Tam Jai Yunnan Mixian  		Subsidiaries		100%		China		53		2		0		55		0		0		0		0		55

						Tam Jai Sam Gor Mixian		Subsidiaries		100%		China		54		4		0		58		0		0		0		0		58

						MONSTER CURRY		Subsidiaries		70%		Singapore		13		0		0		13		0		0		0		0		13

						Wok to Walk		Subsidiaries		60%		Europe, etc		2		0		-2		0		101		11		-6		106		106

						Boat Noodle, etc		JVs		49%		Malaysia, etc		65		3		-10		58		6		3		0		9		67		←将来的にはエリア別記載とChill Chillの分離を検討 ショウライテキ ベツ キサイ ブンリ ケントウ

						Boat Noodle		JVs		40%		Myanmar		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Shoryu		JVs		39%		UK		11		0		0		11		0		0		0		0		11

						Poke		JVs				USA, etc		32		0		-1		31		7		11		0		18		49

						Ton-ichi		Subsidiaries		90%		Taiwan		4		0		-2		2		0		0		0		0		2

						Tokyo Table		Subsidiaries		100%		USA		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Crackin' Kitchen		Subsidiaries		100%		USA		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Total								379		21		-27		373		196		40		-7		229		602







販管費

						↓　値張り アタイ バ																				Dec
2016		Increase of COGS ratio		Increase of labor cost ratio		Decrease of utitily cost ratio		Increase of Advertising cost ratio		Decrease of other cost ratio		Dec
2017						Outsourced expenses cost ratio

				IFRS																				A		0.0%		6.1%		5.2%		5.2%		5.37%		5.373%		0.0%						4.68%

						当期 トウ キ		前期 ゼン キ		当期 トウ キ		前期 ゼン キ												B		6.6%		0.5%		1.0%		0.3%		0.1%		0.1%		5.5%						0.7%

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		84,611,870,484		76,410,732,534		100.0%		100.0%								6.63%								7.1%		6.2%		5.5%		5.60%		5.47%								6.29%

				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		22,114,638,095		19,597,952,094		26.1%		25.6%		0.49%		0.5%				0.49%																		-0.003%

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		62,497,232,389		56,812,780,440		73.9%		74.4%		-0.49%		-0.5%				0.95%						12.63%												11.38%

				人件費 ジンケンヒ		25,998,829,075		22,750,669,742		30.7%		29.8%		0.95%		1.0%				-0.30%

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		5,600,694,221		5,285,510,882		6.6%		6.9%		-0.30%		-0.3%				0.11%

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		3,008,620,794		2,630,257,849		3.6%		3.4%		0.11%		0.2%				0.30%

				外部委託費 ガイブ イタク ヒ		1,204,491,635		556,939,561		1.4%		0.7%		0.69%		0.9%

				減価償却 ゲンカ ショウキャク		2,822,536,290		2,630,600,253		3.3%		3.4%		-0.11%		0.1%

				非経常的費用項目 ヒ ケイジョウ テキ ヒヨウ コウモク						0.0%		0.0%		0.00%		0.0%

				その他経費 タ ケイヒ		20,280,276,639		18,621,209,302		24.0%		24.4%		-0.40%		-0.4%

				販管費合計 ハンカンヒ ゴウケイ		56,092,912,364		49,844,587,336		66.3%		65.2%		1.06%		1.1%

				減損損失 ゲンソン ソンシツ		197,019,359		174,192,361		0.2%		0.2%		0.00%		0.0%

				その他の営業収益		209,974,802		373,096,998		0.2%		0.5%		-0.24%		-0.2%

				その他の営業費用		290,358,876		182,532,680		0.3%		0.2%		0.10%		0.1%

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,126,916,592		6,984,565,061		7.2%		9.1%		-1.90%		-1.9%

				金融収益		214,537,303		158,888,535		0.3%		0.2%		0.05%		0.0%

				金融費用		204,615,613		209,755,449		0.2%		0.3%		-0.03%		-0.0%

				持分法による投資損益		(45,923,735)		32,780,539		-0.1%		0.0%		-0.10%		-0.1%

				税引前利益-IFRS		6,090,914,547		6,966,478,686		7.2%		9.1%		-1.92%		-1.9%



				EBITDA		9,029,836,956		9,424,600,996		10.7%		12.3%		-1.66%		-1.7%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		9,625,721,108		9,650,528,423		11.4%		12.6%		-1.25%		0.1%





				※アウトラインの資料は＋－がややこしいので、アウトラインと違う資料をもらうこと！ シリョウ チガ シリョウ



						当期 トウ キ				前期 ゼン キ

				売上収益-IFRS		84,611,870,484				76,410,732,534

				売上原価-IFRS		22,114,638,095		26.1%		19,597,952,094		25.6%		0.5%

				売上総利益-IFRS		62,497,232,389		73.9%		56,812,780,440		74.4%		-0.5%

				役員報酬		108,250,002		0.1%		96,300,000		0.1%		0.0%

				従業員給与手当		4,251,910,385		5.0%		3,264,218,911		4.3%		0.8%

				従業員賞与		294,363,696		0.3%		347,556,450		0.5%		-0.1%

				従業員賞与引当金繰入額		263,711,252		0.3%		178,669,616		0.2%		0.1%

				アルバイト料		18,107,580,347		21.4%		16,321,483,339		21.4%		0.0%

				法定福利費		1,892,859,523		2.2%		1,521,885,102		2.0%		0.2%

				厚生費		273,222,179		0.3%		236,219,611		0.3%		0.0%

				退職給付費用		149,941,697		0.2%		133,743,809		0.2%		0.0%

				研修費		91,559,816		0.1%		53,362,661		0.1%		0.0%

				株式報酬費用		54,682,240		0.1%		61,835,720		0.1%		-0.0%

						25,998,829,075		30.7%		22,750,669,742		29.8%		1.0%

				減価償却費(販管)		2,822,536,290		3.3%		2,630,600,253		3.4%		-0.11%

				地代家賃		8,669,876,965		10.2%		7,984,604,610		10.4%		-0.20%

				電気料金		3,114,409,866		3.7%		2,811,307,132		3.7%		0.00%

				ガス料金		604,463,439		0.7%		521,485,071		0.7%		0.03%

				水道料金		1,861,837,616		2.2%		1,932,147,803		2.5%		-0.3%

						5,600,694,221		6.6%		5,285,510,882		6.9%		-0.3%

				備品消耗品費		1,536,121,739		1.8%		1,423,941,890		1.9%		-0.0%

				厨房備品食器費		616,137,407		0.7%		622,442,100		0.8%		-0.1%

				炭代		19,983,300		0.0%		20,570,876		0.0%		-0.0%

				被服費		310,825,129		0.4%		273,273,775		0.4%		0.0%

				開店時経費		250,779,337		0.3%		163,398,764		0.2%		0.1%

				定期メンテナンス費		476,580,650		0.6%		390,988,628		0.5%		0.1%

				保守点検料		2,054,919		0.0%		354,650		0.0%		0.0%

				警備料		595,671,384		0.7%		551,618,341		0.7%		-0.0%

				求人広告費		510,747,938		0.6%		535,394,523		0.7%		-0.1%

				支払手数料		657,366,431		0.8%		473,775,940		0.6%		0.2%

				荷造費		1,896		0.0%				0.0%		0.0%

				運搬費		964,386		0.0%				0.0%		0.0%

				リース・賃借料		26,867,764		0.0%		13,271,124		0.0%		0.0%

				外部委託費		1,204,491,635		1.4%		556,939,561		0.7%		0.7%												Dec
2016		Increase of COGS ratio		Increase of labor cost ratio		Decrease of utitily cost ratio		Increase of Advertising cost ratio		Decrease of other cost ratio		Dec
2017

				寄付金		15,017,016		0.0%		6,152,671		0.0%		0.0%												0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.00%		0.000%		0.0%

				衛生管理費		692,339,799		0.8%		609,215,331		0.8%		0.0%

				塵芥料		530,476,058		0.6%		504,529,603		0.7%		-0.0%												H29.3期
3Q キ		売上
原価率
の増加 ウリアゲ ゲンカ リツ ゾウカ		人件費率
の増加 ジンケンヒ リツ ゾウカ		水道
光熱費率
の減少 スイドウ コウネツヒ リツ ゲンショウ		広告宣伝費率
の増加 コウコク センデンヒ リツ ゾウカ		その他
経費率
の増加 タ ケイヒ リツ ゾウカ		H30.3期
3Q キ						外部委託費
の増加 ガイブ イタク ヒ ゾウカ

				お客様対応費		14,658,964		0.0%		13,904,231		0.0%		-0.0%

				商品開発費		48,854,784		0.1%		28,088,380		0.0%		0.0%

				業態開発費		7,795,434		0.0%		9,889,498		0.0%		-0.0%

				広告宣伝費		3,008,620,794		3.6%		2,630,257,849		3.4%		0.1%

				福利厚生費(販管)		1,296,795		0.0%				0.0%		0.0%

				接待交際費		85,773,510		0.1%		94,771,534		0.1%		-0.0%

				会議費		20,621,775		0.0%		13,479,002		0.0%		0.0%																悪化 アッカ		改善 カイゼン

				旅費交通費		641,341,918		0.8%		514,056,094		0.7%		0.1%														12.6%						12.6%

				通信費		406,286,357		0.5%		402,376,664		0.5%		-0.0%												原価 ゲンカ				0.5%				12.1%

				事業税等		4,283,742		0.0%				0.0%		0.0%												人件費 ジンケンヒ				1.0%				11.2%

				租税公課		383,083,463		0.5%		721,992,640		0.9%		-0.5%												水道光熱費 スイドウ コウネツヒ						0.3%		11.5%

				修繕費		1,010,202,596		1.2%		817,273,886		1.1%		0.1%												広告宣伝費 コウコク センデンヒ				0.1%				11.3%

				保険料		141,634,593		0.2%		117,153,401		0.2%		0.0%												外部委託費 ガイブ イタク ヒ				0.7%				10.6%

				貸倒引当金繰入額(販管)				0.0%		0		0.0%		0.0%																				10.6%

				のれん償却額				0.0%		0		0.0%		0.0%

				雑費		315,321,537		0.4%		240,056,292		0.3%		0.1%														11.4%						0.8%

				為替換算誤差		(4,495,999)		-0.0%		0		0.0%		-0.0%

				販売費及び一般管理費-IFRS		56,092,912,364		66.3%		49,844,587,336		65.2%		1.1%

				減損損失(特別)		197,019,359		0.2%		174,192,361		0.2%		0.0%

				減損損失-IFRS		197,019,359		0.2%		174,192,361		0.2%		0.0%

				受取協賛金		28,347,221		0.0%		7,182,014		0.0%		0.0%

				受取給付金				0.0%		18,631,066		0.0%		-0.0%

				受取保険金		8,389,093		0.0%		20,827,797		0.0%		-0.0%

				受取地代家賃		39,790,668		0.0%		29,405,074		0.0%		0.0%

				店舗閉鎖損失引当金戻入益		3,024,900		0.0%		42,842,250		0.1%		-0.1%

				その他の営業外収益		129,591,887		0.2%		103,524,768		0.1%		0.0%

				その他特別利益		831,033		0.0%		150,684,029		0.2%		-0.2%

				負ののれん償却額				0.0%		0		0.0%		0.0%

				その他の営業収益-IFRS		209,974,802		0.2%		373,096,998		0.5%		-0.2%

				固定資産除却損（営業外）		189,939,267		0.2%		63,302,783		0.1%		0.1%

				固定資産売却損(特別)		1,891,623		0.0%		5,436,180		0.0%		-0.0%

				固定資産除却損(特別)		15,054,213		0.0%		1,613,675		0.0%		0.0%

				その他の営業外費用		81,259,435		0.1%		30,858,047		0.0%		0.1%

				その他特別損失		2,214,338		0.0%		81,321,995		0.1%		-0.1%

				その他の営業費用-IFRS		290,358,876		0.3%		182,532,680		0.2%		0.1%

				営業利益-IFRS		6,126,916,592		7.2%		6,984,565,061		9.1%		-1.9%

				受取利息		111,269,374		0.1%		132,166,662		0.2%		-0.0%

				受取配当金		0		0.0%		1,082,988		0.0%		-0.0%

				為替差益		102,406,861		0.1%		25,243,762		0.0%		0.1%

				貸倒引当金戻入額		861,068		0.0%		395,123		0.0%		0.0%

				金融収益-IFRS		214,537,303		0.3%		158,888,535		0.2%		0.0%

				支払手数料（営業外）		176,301		0.0%				0.0%		0.0%

				支払利息及び割引料		204,439,312		0.2%		209,738,516		0.3%		-0.0%

				投資有証評価損(特別)				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替差損		0		0.0%		0		0.0%		0.0%

				貸倒引当金繰入額(営業外)				0.0%		16,933		0.0%		-0.0%

				金融費用-IFRS		204,615,613		0.2%		209,755,449		0.3%		-0.0%

				金融収益・費用純額-IFRS		9,921,690		0.0%		(50,866,914)		-0.1%		0.1%

				持分法による投資利益		0		0.0%		32,780,539		0.0%		-0.0%

				持分法による投資損失		45,923,735		0.1%		0		0.0%		0.1%

				持分法による投資損益-IFRS		(45,923,735)		-0.1%		32,780,539		0.0%		-0.1%

				税引前利益-IFRS		6,090,914,547		7.2%		6,966,478,686		9.1%		-1.9%

				法人税、住民税及び事業税		2,268,587,516		2.7%		2,404,932,387		3.1%		-0.5%

				法人税等調整額		(168,234,397)		-0.2%		(125,953,201)		-0.2%		-0.0%

				法人所得税費用-IFRS		2,100,353,119		2.5%		2,278,979,186		3.0%		-0.5%

				当期利益-IFRS		3,990,561,428		4.7%		4,687,499,500		6.1%		-1.4%

				少数株主損益		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				少数株主損益(控除)		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				当期利益(計)		3,976,600,697		4.7%		4,703,918,074		6.2%		-1.5%

				少数株主損益(加算)		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				少数株主損益調整前当期純利益2		3,990,561,428		4.7%		4,687,499,500		6.1%		-1.4%

				為替換算調整勘定-期首調整				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定-増減		(24,512,511)		-0.0%		(673,794,264)		-0.9%		0.9%

				為替換算調整勘定-組替調整額				0.0%		(8,967,051)		-0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定-換算調整		190,918,936		0.2%		(222,390,934)		-0.3%		0.5%

				為替換算調整勘定-税効果				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定		166,406,425		0.2%		(905,152,249)		-1.2%		1.4%

				在外営業活動体の換算差額-IFRS		166,406,425		0.2%		(905,152,249)		-1.2%		1.4%

				為替換算調整勘定-持分損益		60,941,835		0.1%		(655,780,616)		-0.9%		0.9%

				持分法適用会社に対する持分相当額		60,941,835		0.1%		(655,780,616)		-0.9%		0.9%

				その他の包括利益合計-IFRS		227,348,260		0.3%		(1,560,932,865)		-2.0%		2.3%

				包括利益-IFRS		4,217,909,688		5.0%		3,126,566,635		4.1%		0.9%

				親会社株主に係る包括利益		4,138,526,729		4.9%		3,251,408,331		4.3%		0.6%

				為替換算調整勘定-少持損益		65,422,228		0.1%		(108,423,122)		-0.1%		0.2%

				少数株主に係る包括利益		79,382,959		0.1%		(124,841,696)		-0.2%		0.3%

				資本剰余金期首残高		4,007,005,257		4.7%		3,946,667,082		5.2%		-0.4%

				資本剰余金期首残高計		4,007,005,257		4.7%		3,946,667,082		5.2%		-0.4%

				新株式発行高		0		0.0%				0.0%		0.0%

				ストックオプション行使		46,021,543		0.1%		61,421,483		0.1%		-0.0%

				子会社増加増加高(CS)		0		0.0%		580,547,721		0.8%		-0.8%

				持分増加増加高(CS)				0.0%		(580,547,721)		-0.8%		0.8%

				資本剰余増加(その他)				0.0%		(7,179,474)		-0.0%		0.0%

				資本剰余金増加額計		46,021,543		0.1%		54,242,009		0.1%		-0.0%

				資本剰余金期末残高計		4,053,026,800		4.8%		4,000,909,091		5.2%		-0.4%

				利益剰余金期首残高		25,668,638,036		30.3%		21,218,844,514		27.8%		2.6%

				利益剰余金期首調整額		144,544,938		0.2%		0		0.0%		0.2%

				利益剰余金期首残高計		25,813,182,974		30.5%		21218844514		27.8%		2.7%

				当期利益計		3,976,600,697		4.7%		4,703,918,074		6.2%		-1.5%

				子会社増加増加高(SS)		0		0.0%		-8607819577		-11.3%		11.3%

				子会社減少増加高(SS)		310		0.0%				0.0%		0.0%

				持分増加増加高(SS)				0.0%		8607819577		11.3%		-11.3%

				利益剰余金増加額計		3,976,601,007		4.7%		4703918074		6.2%		-1.5%

				支払配当金(前期分)		0		0.0%		1		0.0%		-0.0%

				支払配当金(期末)		1,127,884,966		1.3%		1039355784		1.4%		-0.0%

				子会社増加減少高(SS)		0		0.0%				0.0%		0.0%

				子会社減少減少高(SS)		3,106,557		0.0%		0		0.0%		0.0%

				持分減少減少高(SS)		0		0.0%		0		0.0%		0.0%

				利益剰余金減少額計		1,130,991,523		1.3%		1039355785		1.4%		-0.0%

				利益剰余金期末残高計		28,658,792,458		33.9%		24883406803		32.6%		1.3%



























































































































































A	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	0	6.1414073879174302E-2	5.1884232756536808E-2	5.18	84232756536808E-2	5.3728542335630798E-2	5.3728542335630798E-2	0	B	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	6.6298074929537765E-2	4.8840010503634623E-3	9.5298411226374946E-3	2.9795907585764281E-3	1.1352811794824377E-3	1E-3	5.4763246846318239E-2	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	1	





丸亀製麺　販管費

				2017.06		原価率 ゲンカ リツ		人件費率 ジンケンヒ		水道光熱費率 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費率 コウコク センデンヒ		その他経費率 タ ケイヒ		2018.06

				丸亀製麺 マ

				June
2017		COGS ratio		labor cost ratio		utitily cost ratio		Advertising cost ratio		other cost ratio		June
2018

						15.80%		15.10%		15.00%		15.00%		15.20%

				16.10%		0.30%		0.70%		0.10%		0.70%		0.50%		15.20%



				June
2017		COGS ratio		labor cost ratio		utitily cost ratio		Advertising cost ratio		other cost ratio		June
2018

						2.800%		2.100%		2.000%		2.000%		2.200%

				3.100%		0.30%		0.70%		0.10%		0.70%		0.50%		2.200%





				連結 レンケツ

				H29.03		原価 ゲンカ		人件費 ジンケンヒ		水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費 コウコク センデンヒ		その他経費 タ ケイヒ		H30.03

						24.80%		24.80%		25.50%

				26.50%		1.70%		0.70%		0.40%		0.00%		0.30%		24.20%



				H29.03		原価 ゲンカ		人件費 ジンケンヒ		水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費 コウコク センデンヒ		その他経費 タ ケイヒ		H30.03

						-0.200%		-0.200%		0.500%

				1.500%		1.70%		0.70%		0.40%						-0.800%

				Mar
2017		COGS ratio		labor cost ratio		utitily cost ratio		Advertising cost ratio		other cost ratio		Mar
2018						Outsourced expenses cost ratio

				0		150		250		100

				150		100		50		200		100



0	150	250	100	150	100	50	200	100	June	
2017	COGS ratio	labor cost ratio	utitily cost ratio	Advertising cost ratio	other cost ratio	June	
2018	2.7999999999999997E-2	2.0999999999999991E-2	1.999999999999999E-2	1.999999999999999E-2	2.1999999999999992E-2	June	
2017	COGS ratio	labor cost ratio	utitily cost ratio	Advertising cost ratio	other cost ratio	June	
2018	3.1E-2	3.0000000000000001E-3	7.0000000000000001E-3	1E-3	7.0000000000000001E-3	5.0000000000000001E-3	2.1999999999999992E-2	

海外概況

				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				アジア		台湾		出店拡大中		商品・マーケティング施策の強化により、直近では既存店前年比で前年を上回る月もある。経営体制を再整備し、更なる事業拡大に必要な体制を構築中。豚カツ業態も4店舗運営。 ショウヒン シサク キョウカ チョッキン キゾン テン ゼンネン ゼンネン ウワマワ ツキ ケイエイ タイセイ サイセイビ サラ ジギョウ カクダイ ヒツヨウ タイセイ コウチク ナカ		3,200百万 / 390百万  ヒャク マン ヒャクマン

						韓国		収益改善中		2018年に大幅な不採算店舗を閉店したことにより収益基盤が強化。今後は既存店の収益性の強化を図り、全社黒字を目指す。 ネン オオハバ フサイサン テンポ ヘイテン シュウエキ キバン キョウカ コンゴ キゾン テン シュウエキセイ キョウカ ハカ ゼンシャ クロジ メザ		550百万 / 5百万  ヒャク マン ヒャクマン						韓国				2018年に大幅な不採算店舗を閉店したことにより収益基盤が強化。2019年は既存店の収益性の強化を行い、全社黒字を目指す。 ネン オオハバ フサイサン テンポ ヘイテン シュウエキ キバン キョウカ ネン キゾン テン シュウエキセイ キョウカ オコナ ゼンシャ クロジ メザ

						中国		出店拡大中		北京、上海、香港などの大都市での展開に力点をおいて展開中。試験的に地方都市にも出店していたが、日本食に対して市場が未成熟であったこともあり苦戦。不採算店舗は閉鎖し、今後は十分な市場のある大都市にフォーカスする。 ペキン シャンハイ ホンコン ダイトシ テンカイ リキテン テンカイチュウ シケンテキ チホウ トシ シュッテン ニホンショク タイ シジョウ ミセイジュク クセン フサイサン テンポ ヘイサ コンゴ ジュウブン シジョウ ダイトシ								中国				北京、上海、香港などの大都市での展開に力点をおいて展開中。試験的に地方都市にも出店をしていたが、日本食に対して市場が未成熟であったこともあり、不採算店舗は閉鎖し、今後は十分な市場のある大都市にフォーカスする。 ペキン シャンハイ ホンコン ダイトシ テンカイ リキテン テンカイチュウ シケンテキ チホウ トシ シュッテン ニホンショク タイ シジョウ ミセイジュク フサイサン テンポ ヘイサ コンゴ ジュウブン シジョウ ダイトシ

						香港（雲南） ホンコン ウンナン				現在「譚仔雲南米線」「譚仔三哥米線」を計105店舗(12月末現在)を展開。香港で雲南ヌードル業態のシェアは7割と圧倒的なブランド力を誇る。
2社を統合管理するCEO、CFOをはじめ、マネジメント層を採用し 　グループ会社としてのガバナンス強化および更なる成長を実現する 　ための経営強化を図っている 。
現在はトリドールHDと協力しながらさらなるブランド強化のための施策やノウハウの伝承を実施中。将来的には、香港国内において150～160店舗体制を目指す。 ガツマツ リョク シサク デンショウ ジッシ チュウ タイセイ		3390百万 / 560百万  ヒャク マン ヒャクマン										2社を統合管理するCEO、CFOをはじめ、マネジメント層を採用し 　グループ会社としてのガバナンス強化および更なる成長を実現する 　ための経営強化を図っている 

				東南アジア トウナン		タイ 		収益改善中		店舗段階のEBITDAが平均で15%前後、25％前後の店舗が多数あり比較的堅調に推移している。不採算店舗の整理や本部費の合理化を図り、収益強化を図っている。								タイ 				店舗段階のEBITDAが平均で15%前後、25％前後の店舗が多数あり比較的堅調に推移している。不採算店舗の整理や本部費の合理化を図り、収益強化を図っている。 テンポ ダンカイ ヘイキン ゼンゴ ゼンゴ テンポ タスウ ヒカクテキ ケンチョウ スイイ フサイサン テンポ セイリ ホンブ ヒ ゴウリカ ハカ シュウエキ キョウカ ハカ

						インドネシア		出店拡大中		ジャカルタにおける主要モールを中心に丸亀製麺を展開すると共に、更なる拡大を狙い地方都市での拡大を図っている。顧客層の拡大も視野に入れたエクスプレス店の導入も検討中で、2025年までに100店舗展開を目指す。 コキャクソウ カクダイ シヤ イ テン ドウニュウ ケントウチュウ ネン テンポ テンカイ メザ				 				インドネシア				ジャカルタにおける主要モールを中心に丸亀製麺を展開すると共に、更なる拡大を狙い地方都市での拡大を図っている。顧客層の拡大も視野に入れたエクスプレス店の導入も検討中で、2025年までに100店舗展開を目指す。 コキャクソウ カクダイ シヤ イ テン ドウニュウ ケントウチュウ ネン テンポ テンカイ メザ

						ベトナム		収益改善中		ホーチミンの既存店の収益性向上に向け注力。実験店舗にて様々な施策を実施し、横展開を進める。加えて、ハノイ、ハイフォンなどの北部地域でサブフランチャイズでの出店を予定。 キゾン テン シュウエキセイ コウジョウ ム チュウ チカラ ジッケン テンポ サマザマ シサク ジッシ ヨコ テンカイ スス クワ ホクブ チイキ シュッテン ヨテイ								ベトナム				2019年はホーチミンの既存店の収益性の改善に力を入れる。実験店舗を導入し、様々な施策を実施、横展開を進めていく。加えて、ハノイ、ハイフォンといった北部地域でサブフランチャイズにて2-3店舗の出店を予定。 ネン キゾン テン シュウエキセイ カイゼン チカラ イ ジッケン テンポ ドウニュウ サマザマ シサク ジッシ ヨコ テンカイ スス クワ ホクブ チイキ テンポ シュッテン ヨテイ



				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				東南アジア トウナン		カンボジア		収益改善中		既存レギュラー店の収益が向上し、前年比で約110％の伸びを示している。直営店に加え、フランチャイズ加盟店の出店立地も確定しており、プノンペンにおける更なる展開が予定されている。郊外向けの新業態（丸亀製麺）も展開しており、より広範囲に展開できるよう模索中。		80百万 / △21百万  ヒャク マン ヒャクマン						カンボジア				既存レギュラー店の収益が向上し、前年比で約110％の伸びを示している。直営店に加え、フランチャイズ加盟店の出店立地も確定しており、プノンペンにおける更なる展開が予定されている。郊外向けの新業態（丸亀製麺）も展開しており、より広範囲に展開できるよう模索中。 キゾン テン シュウエキ コウジョウ ゼンネンヒ ヤク ノ シメ チョクエイ テン クワ カメイ テン シュッテン リッチ カクテイ サラ テンカイ ヨテイ コウガイ ム シンギョウタイ マルガメ セイメン テンカイ コウハンイ テンカイ モサクチュウ

						マレーシア
（ Boat Noodle 、他） ホカ		出店拡大中		主力業態であるBoatNoodleに力点を置いて展開中。マレーシア国内でBoatNoodleのみで50店舗（過去2年間で約40店舗の開店）を展開しており、現地で認知度の高いブランドとして成長している。
店舗段階のみならず、全社でもEBITDA20%を超える好業績で、今後の更なる発展が期待される。国外の展開も進み、ブルネイ、ミャンマー、インドネシア、シンガポールに出店済み。更なる進出に向けて取り組み中。								マレーシア
（ Boat Noodle 、他） ホカ				主力業態であるBoatNoodleに力点を置いて展開中。マレーシア国内でBoatNoodleのみで50店舗（過去2年間で約40店舗の開店）を展開しており、現地で認知度の高いブランドとして成長している。
店舗段階のみならず、全社でもEBITDA20%を超える好業績で、今後の更なる発展が期待される。国外の展開も進み、ブルネイ、ミャンマー、インドネシア、シンガポールに出店済み、更なる進出に向けて取り組み中。 シュリョク ギョウタイ リキテン オ テンカイチュウ コクナイ テンポ カコ ネンカン ヤク テンポ カイテン テンカイ ゲンチ ニンチド タカ セイチョウ テンポ ダンカイ ゼンシャ コ コウギョウセキ コンゴ サラ ハッテン キタイ コクガイ テンカイ スス シュッテン ズ サラ シンシュツ ム ト ク チュウ

						フィリピン				フランチャイズとして丸亀製麺１号店を2017年8月、2号店を2018年2月、3号店を同年8月、4号店を11月にをオープンしたが、いずれも好業績を維持。
今後は更なる拡大を狙いマニラ地域での出店を加速していく予定。 ゴウテン ネン ガツ ゴウ テン ドウ ネン ガツ ス ギョウセキ イジ コンゴ								フィリピン				2018年11月に4号店をオープンしたが、どの店舗も業績好調で年換算1,000万円以上の売上を誇る。2019年は更なる拡大を狙いマニラ地域での出店を加速していく予定。4月以降の出店攻勢で年間7店舗出店を目指す。 ネン ガツ ゴウテン テンポ ギョウセキ コウチョウ トシ カンサン マンエンイジョウ ウリアゲ ホコ ネン サラ カクダイ ネラ チイキ シュッテン カソク ヨテイ ガツ イコウ シュッテン コウセイ ネンカン テンポ シュッテン メザ

						ミャンマー
（Boat Noodle）				現地飲食最大手のYKKO社と合弁会社を設立し、２０１７年１０月よりBoatNoodle業態をフランチャイズで展開。これまでミャンマーにはないオシャレな空間と食事を楽しめるお店として受け入れられ、賑わいを見せている。現状、２店舗のオープンを目指している。								ミャンマー
（Boat Noodle）				現地飲食最大手のYKKO社と合弁会社を設立し、２０１７年１０月よりBoatNoodle業態をフランチャイズで展開。これまでミャンマーにはないオシャレな空間と食事を楽しめるお店として受け入れられ、賑わいを見せている。現状、２店舗のオープンを目指している。 カイシャ ゲンジョウ

						シンガポール
（丸亀製麺） マ				中国合弁を介してシンガポールにて3店舗出店。賃料は高いものの、認知拡大を目的に代表的なモールへ出店をしている。認知浸透と共に収益性も向上しており、当面は3店舗に集中して足場を固める方針。 リョウ セイ								シンガポール
（丸亀製麺） マ				中国合弁を介してシンガポールにて3店舗出店。家賃は高いものの、認知拡大を目的に代表的なモールへの出店をしている。認知浸透と共に収益も向上しており、当面は3店舗に集中して足場を固める方針。 チュウゴク ゴウベン カイ テンポ シュッテン ヤチン タカ ニンチ カクダイ モクテキ ダイヒョウテキ シュッテン ニンチ シントウ トモ シュウエキ コウジョウ トウメン テンポ シュウチュウ アシバ カタ ホウシン

						シンガポール
（MONSTER CURRY）				シンガポール国内で11店舗を展開中（2018年12月末現在）。シンガポールの日本式カレー市場で圧倒的なシェアNO.1を獲得している。
現在はトリドールHDと協働しながら、さらなる強みの強化とトリードールHDが所有する店舗運営ノウハウの継承を実施中。今後は、シンガポールの日本式カレー市場におけるポジショニングをさらに強化し、2025年までに20店体制を目指す。 コンゴ タイセイ メザ								シンガポール
（MONSTER CURRY）				現在、モンスターカレーはシンガポール国内で11店舗を展開中（2018年12月末現在）。「モンスターカレー」はシンガポールの日本式カレー市場で圧倒的なシェアNO.1を獲得している。現在はトリドールHDと協働しながら、さらなるモンスターカレーの強みの強化とトリードールが所有する店舗運営のノウハウの継承を実施中。これらを組み合わせることで、シンガポールの日本式カレー市場におけるモンスターカレーのポジショニングをさらに強化し、2025年までに20店に増やす。 ゲンザイ コクナイ テンポ テンカイチュウ ネン ガツ マツ ゲンザイ シジョウ ゲンザイ キョウドウ ツヨ キョウカ ショユウ ケイショウ ジッシチュウ ク ア ニホンシキ シジョウ キョウカ



				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				アメリカ		TDC（Tokyo Ｔable) 		－		1号店アーバイン店は世界でも上位の高い売上を堅持し、安定的な黒字体質。
2号店アルハンブラ店を業態転換した”日本の洋食”を軸にした新業態"Saly papa"は客数は確保するも客単価の向上に苦戦。		780百万 / △280百万  ヒャク マン ヒャクマン						TDC（Tokyo Ｔable) 		－		1号店アーバイン店は世界でも上位の高い売上を堅持し、安定的な黒字体質。2号店アルハンブラ店を業態転換した”日本の洋食”を軸にした新業態"Saly papa"は客数は確保するも客単価の向上に苦戦。撤退の方向性で検討をしている ケンジ アンテイテキ クロジタイシツ ギョウタイ テンカン シン キャクスウ カクホ キャクタンカ コウジョウ クセン テッタイ ホウコウセイ ケントウ

						丸亀製麺		本土一号店出店		ハワイWaikikki店は依然好調を維持　世界トップの売上を誇る（最高日商も更新）。
2017年9月にオープンしたロサンゼルス・Sawtelle店、2018年1月にオープンのサンフランシスコ・Stonestown店はさらなる改善が進み、売上が伸張。3号店がLA・ビバリーヒルズ店舗はモールの集客が鈍化しており店舗モデルの構築に苦戦。また、2018年12月に4号店がグレンデールにオープンし、米国では初の丸亀フードコートモデルの構築に取り組んでいる。 ネン ガツ		ハワイ
830百万 / 120百万
本土：軽微                  ホンド ケイビ						丸亀製麺		本土一号店出店		ハワイWaikikki店は依然好調を維持　世界トップの売上を誇る（最高日商も更新）。
2017年9月にオープンしたロサンゼルス・Sawtelle店、2018年1月にオープンのサンフランシスコ・Stonestown店はさらなる改善が進み、売上が伸張。3号店がLA・ビバリーヒルズ店舗はモールの集客が鈍化しており店舗モデルの構築に苦戦。また4号店のグレンデールがオープンし、米国では初の丸亀フードコートモデルの構築に取り組む サイコウ ニッショウ コウシン テン テン カイゼン スス ウリアゲ シンチョウ テンポ シュウキャク ドンカ テンポ コウチク クセン ゴウテン ベイコク ハツ マルガメ コウチク ト ク

						CRACKIN’KITCHEN		出店準備中		ハワイ店は依然好調を維持　世界１、２位の売上を誇る。2018年3月LAに本土１号店メニュー改善やマーケ施策が結果に結びつかず、閉店。		590百万 / 70百万  ヒャク マン ヒャクマン						CRACKIN’KITCHEN		出店準備中		ハワイ店は依然好調を維持　世界１、２位の売上を誇る。2018年3月LAに本土１号店メニュー改善やマーケ施策が結果に結びつかず、閉店 テン ネン ホンド ゴウテン カイゼン シサク ケッカ ムス ヘイテン

						POKE				2018年8月に出資を完了し提携開始。10-12月にかけて積極的に新店をオープンし、現在は32店舗体制に。2019年も約30店舗(すべてFC)の出店を計画中。品質保証や購買面で、トリドールHDのノウハウ移管を検討している。 タイセイ								POKE				2018年8月に出資を完了し提携開始。10-12月にかけて積極的に新店をオープンし、現在は30店舗強に。2019年も約30店舗(すべてFC)の積極出店を計画中。品質保証や購買面で、トリドールHDのノウハウ移管を検討している ネン ガツ シュッシ カンリョウ テイケイ カイシ セッキョクテキ ゲンザイ テンポ キョウ セッキョク シュッテン ケイカクチュウ ケントウ

				イギリス		Shoryu		出店拡大中		引き続きロンドンでのドミナント展開を進める。唯一の郊外店であるマンチェスター店とオクスフォード店は賃料や物流費などのコストカットを実施中。
単価を抑えたラーメンのほか、焼きそば・カツカレーなどの新メニューを導入。また、グデタマなどキャラクターを使用した販促のほか、店外からの視認性を高める施策など、集客に向けた取り組みも実施しており、全体として成果が出ている。								Shoryu				引き続きロンドンでのドミナント展開を進める。唯一の郊外店であるマンチェスター店とオクスフォード店は賃料や物流費などのコストカットを実施中。
商品は単価を抑えたラーメンや、グデタマなどキャラクターを使用した販促、焼きそばやカツカレーなどの新メニューを導入。店外からの視認性を高める施策など、集客に向けた取り組みも実施しており、全体として成果が出ている。 テンカイ ユイイツ コウガイ テン テン テン チンリョウ ブツリュウ ヒ ジッシ チュウ ショウヒン タンカ オサ シヨウ ハンソク ヤ シン ドウニュウ テン ガイ シニンセイ タカ シサク シュウキャク ム ト ク ジッシ ゼンタイ セイカ デ

				ロシア		丸亀製麺		収益改善中		2020年12月期より、合弁を解消し、全店FC化。これにより資金の外部調達も可能になり、モスクワにてFC、サブFC店の展開を画策、積極的な出店と既存店強化を目論む。
今後は、収益拡大とともにこれまで出店のなかった立地への新規出店を行い、店舗数の拡大を予定している。						ロシア		丸亀製麺		収益改善中		2020年12月期より、合弁を解消し、全店FC化。これにより資金の外部調達も可能になり、モスクワにてFC、サブFC店の展開を画策、積極的な出店と既存店強化を目論む。今後は、収益拡大とともに、ロシアにおけるTier oneモールからの誘いもある中で、これまで出店のなかった立地への新規出店を行い、店舗数の拡大を予定している。日本からのサポート方法についても、引き続き検討。 ネン ガツキ ゴウベン カイショウ ゼンテン カ シキン ガイブチョウタツ カノウ ミセ テンカイ カクサク セッキョクテキ シュッテン キョウカ モクロ コンゴ シュウエキカクダイ サソ ナカ シュッテン リッチ シンキ シュッテン オコナ テンポスウ カクダイ ヨテイ ニホン ホウホウ ヒ ツヅ ケントウ

				その他 タ		ＷＯＫ ＴＯ ＷＡＬＫ		出店拡大中		フランスにおける大型契約を含む複数のフランチャイジーが存在することにより、フランチャイズビジネスは堅調に推移し、順調に店舗数を拡大している。
苦戦中の米国での直営店は具材やオペレーションの見直しを行った。		軽微 ケイビ						ＷＯＫ ＴＯ ＷＡＬＫ				フランスにおける大型契約を含む複数のフランチャイジーが存在することにより、フランチャイズビジネスは堅調に推移し、順調に店舗数を拡大している。
苦戦中の米国での直営店は具材やオペレーションの見直しを行った。 ソンザイ ケンチョウ スイイ ジュンチョウ テンポ スウ カクダイ クセン チュウ ベイコク チョクエイテン グザイ ミナオ オコナ



				Area		Country/Brand		Status		Outline		PL Contribution (last year)
Sales / Segment profit

				Asia		Taiwan (ROC)		出店拡大中		Improves personnel system for staff sufficiency. Opening new stores. Operating 4 Tonkatsu stores.		3,200 mil. / 390 mil.

						S. Korea		収益改善中		Main stores keep good. Opening new stores.		350mil. / 5mil.

						China (PRC)		出店拡大中		Keeps good. Sales in coast cities (e.g., Shanghai) are nice. Currently 85 stores. "Hakatan-maru" ramen brand develops.

						Hong Kong (Yunnan)				Grouped in Feb-2018. Currently operating "Tam Chai Yunnan Noodle" and "TamJai SamGor Rice Noodle" stores (109 in total). 70% market share of Yunnan Noodle in Hong Kong. To open new stores in Hong Kong.		3390mil. / 560mil.

						Thailand		収益改善中		Management enhancement brings big profit improvement through 1) profit improvement of Existing Stores, 2) development of small stores (good sales with low initial costs), and 3) customization of HQ costs. To keep stable profits.

						Indonesia		出店拡大中		Develops Marugameseimen stores mainly in major Shopping Centers in Jakarta. Also examines other big cities. Marugame Seimen brand is Halal approved, and popular among local Muslims.				 

						Vietnam		Profit being improved		Saves opening stores in 2017 for yearly profit by improving organization system and management system.  To achieve monthly profits. Examines sub-franchising for further business expansion.

						Cambodia		Profit being improved		Sales of Existing Stores improved a lot. Portable stall type stores (with small initial costs) contribute to profit.  Launches new brand for casual Japanese foods in Feb. 2018, targeting wider range of market.		80mil. / △21mil.

						Malaysia
(Boat Noodle, Others)		Opening new stores		Operating approx. 70 stores of "Boat Noodle" and "CillCill" brands. Expanding with profits. Accelerating franchising in other countries such as Brunei, Indonesia, Myanmar and Singapore. Planning to expand to other countries.

						Philippines				Opens 1st Marugameseimen store in Aug-2017 and 2nd in Feb-2018 (both FC). Keep good. 4 more stores scheduled. Swift business expansion expected.

						Myanmar
(Boat Noodles)				Establishes JV company with YKKO (biggest local restaurant company), and franchises Boat Noodle brand since Oct. 2017. Widely accepted as uniquely fashionable restaurant with fun to eat. 2nd store to open.



				Area		Country/Brand		Status		Outline		PL Contribution (last year)
Sales / Segment profit

				USA		TDC (Tokyo Table)		New store to open		1st store in Irvine keeps good. One of world top sales/profits stores in Toridoll Group, whereas 2nd store in Alhambra is in tough. To change to "Western Japanese" like brand for profit improvement.		780mil. / △28mil.0 

						Marugame Seimen		New store to open		Waikiki Shop keeps good. World top 1-2 sales in Toridoll Group.  1st store in mainland opened in Sawtelle, LA in Sep. 2017.  2nd store in Stonestown, SF started with good launch in Jan. 2018 (same sales level as Waikiki Shop for the first weekend).  3rd store in Shopping Center around Beverly Hills to open.		Hawaii
830mil. / 120mil.
Main Land：small                 

						CRACKIN'KITCHEN		New store to open		Keeps good. World Top 1-2 sales in Toridoll Group.  Opens 1st in mainland store in LA in Mar. 2018.		140mil. / 5mil. 

				UK		Sakagura		-		Opens 1st store in November 2016. Introduced collaboration menus between Bent Box and Shoryu Ramen, and charbroil steaks and tempuras. Lava Plate stake from 2018 beginning becomes popular. Lower pricing contributes guest count (wider customer range) and sales. Keeps marketing measures (e.g.,  via SNS, Restaurant Week and Japanese Sake events) for brand awareness .

						Shoryu		Opening new stores		Some stores are in top sales group. Strategic dominance in London. Local cities to be only in Manchester and  Oxford. To improve profitability. New stores being prepared.

				Italy		Tokyo Table, Others		-		Opens "Bottega del Ramen" in Feb. and "Tokyo Table" in Mar, 2017.  "Bottega del Ramen" achieved monthly profit. "Tokyo table" marks record high in monthly sales for consecutive 2 months. Still not profit for whole business unit, and more sales necessary. Both stores to introduce new menus for summer. Expanding sales by delivery through Uber-eat and Deliveroo.		small

				Russia		Marugame Seimen				4 direct-operation stores and 3 FC stores in Moscow. Achieved all stores in the black. To develop more stores (especially in food court) as well as keeping stable profits.

				Others		WOK TO WALK		Opening new stores		Store aggressively expanding to 93 (including 3 direct-operation stores in US) after grouped. FC contracts in India, Israel, and newly Malta and Oman. Opens 1st direct-operation store In US in Feb, 2nd in Jul and 3rd store in Dec. 2017. Exploring other counties for FCs.		small





M&A　PMI

				ブランド		概要 ガイヨウ		PMIの状況 ジョウキョウ

				晩杯屋 バ		大衆酒場「晩杯屋」等を東京都内で運営するアクティブソース社の株式を取得（80.3%）しグループ会社化		・モデル店舗における丸亀製麺のノウハウを生かしたオペレーションの改善
・パート・アルバイト採用強化の仕組み導入、社内独立制度を含めた新人事制度の構築
・採用費や消耗品費など、グループ単価を採用することによる経費削減
・店舗タイプ別のスクリーニング要件、出店計画の策定、物件取得サポートの実施 フク シン ジンジ セイド コウチク ブッケン シュトク ジッシ				募集10人→100人規模に
物件情報が豊富　出店の精度が向上　投資検証表の活用など ボシュウ ニン ニン キボ ブッケン ジョウホウ ホウフ シュッテン セイド コウジョウ トウシ ケンショウ ヒョウ カツヨウ

				ずんどう屋 ヤ		主に関西において、とんこつラーメン店の「ずんどう屋」を運営するZUND社の株式を取得（80%）しグループ会社化		・モデル店舗におけるコンセプトのブラッシュアップと丸亀製麺のノウハウを生かしたオペレーションの改善
・当社ノウハウを活用した、採用における掲載媒体最適化の仕組み導入
・採用費や消耗品費など、グループ単価を採用することによる経費削減
・当社新店開発部による勝ちパターンの分析、優先出店エリアの決定　
・人事制度（賞与制度等）の再構築 トウ シャ

				「譚仔雲南米線」/「譚仔三哥米線」		スパイシー麺の人気チェーン店「譚仔雲南米線」および「譚仔三哥米線」の運営会社の株式をそれぞれ100%取得		・グループ会社としてのガバナンス強化及びトップマネジメント採用等、 　更なる成長を実現するための経営強化
・店舗、セントラルキッチンおよびバックオフィスにおける業務の整備
・華南地域を中心とした中国全土進出についても初期調査を開始







				Area		Country/Brand		Outline













BS

				連結BS (IFRS) レンケツ

						当期 トウ キ				前期末 ゼンキ マツ

						金額 キンガク		構成比 コウセイヒ		金額 キンガク		構成比 コウセイヒ		増減 ゾウゲン

				資産合計 シサン ゴウケイ		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103

				流動資産 リュウドウ シサン		29,966		14.8%		21,752		18.5%		8,214

				非流動資産 ヒ リュウドウ シサン		173,713		85.6%		96,081		81.5%		77,632

				負債資本合計 フサイ シホン ゴウケイ		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103

				負債合計 フサイ ゴウケイ		168,983		83.3%		82,830		70.3%		86,153

				（うち、有利子負債） ユウ リシ フサイ		145,770		71.8%		62,674		53.2%		83,096

				流動負債 リュウドウ フサイ		43,204		21.3%		25,953		22.0%		17,251

				非流動負債 ヒ リュウドウ フサイ		125,144		61.7%		56,878		48.3%		68,266

				資本合計 シホン ゴウケイ		35,332		17.4%		35,003		29.7%		329						※値張り アタイ バ

				（うち、親会社の所有者） オヤガイシャ ショユウシャ		34,305		16.9%		33,979		28.8%		326						※値張り アタイ バ



				ネット有利子負債/調整後EBITDA ユウ リシ フサイ チョウセイ ゴ		9.4				3.9				-				調整後EBITDA		15,560		9.4







				Consolidated BS (IFRS)										(unit: Million yen)

						This period				End of previous year

						Amount		Ratio		Amount		Ratio		Difference

				Total assets		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103						Including interest-bearing liabilities 

				Current assets		29,966		14.8%		21,752		18.5%		8,214						bearingの bと eの間のスペースを消してください

				Non-current assets		173,713		85.6%		96,081		81.5%		77,632						その下のliabilites、attributable にも不必要なスペースが見える気が

				Total liabilities and equity		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103						するのですが大丈夫でしょうか

				Liabilities		168,983		83.3%		82,830		70.3%		86,153

				(Including interest-bearing liabilities)		145,770		71.8%		62,674		53.2%		83,096

				Current liabilities		43,204		21.3%		25,953		22.0%		17,251

				Non-current liabilities		125,144		61.7%		56,878		48.3%		68,266

				Total equity		35,332		17.4%		35,003		29.7%		329

				(Equity attributable to 
owners of  the parent)		34,305		16.9%		33,979		28.8%		326



				Net interest-bearing liabilities / Adjusted EBITDA 		9.4				3.9				-



















































CF

						連結CF (IFRS) レンケツ

								当期 トウ キ		前年同期 ゼンネン ドウキ		増減 ゾウゲン

						営業活動による
キャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		16,176		4,402		11,774

						投資活動による
キャッシュ・フロー トウシ カツドウ		△ 6,250		△ 6,973		723

						財務活動による
キャッシュ・フロー ザイム カツドウ		△ 1,546		368		△ 1,914

						現金および現金同等物の
期末残高 ゲンキン ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		22,681		12,671		10,010







						Consolidated CF (IFRS)						(unit: Million yen)

								This period		Previous period		Difference								異なるフォントとサイズの混在

						Cash flows from operating activities		16,176		4,402		11,774								Cash flows from operating activities

						Cash flows from investing activities		△ 6,250		△ 6,973		723								Cash flows from investing activities

						Cash flows from financing activities		△ 1,546		368		△ 1,914								Cash flows from financing activities

						Cash and cash equivalents at the end of the period		22,681		12,671		10,010								Cash and cash equivalents at the end of the period





業績予想



				連結PL (IFRS) レンケツ

						2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ								下期修正予算 シモキ シュウセイ ヨサン

						連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ		連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		159,059		100.0%		145,022		100.0%		109.7%								丸亀製麺 マルガメ セイメン		カフェ		豚屋とん一 ブタ ヤ イチ		海外事業 カイガイ ジギョウ

				事業利益 ジギョウ リエキ		9,572		6.0%		7,270		5.0%		131.7%								48,697		3,230		2,038		16,574

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		29,640		18.6%		12,402		8.6%		239.0%								6,716		37		18		1,909

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,689		4.2%		2,302		1.6%		290.6%

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		5,266		3.3%		1,337		0.9%		393.9%								通期修正予算 ツウキ シュウセイ ヨサン

				当期利益 トウキ リエキ		2,704		1.7%		221		0.2%		1223.5%								97,880		5,825		3,865		33,294

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		2,610		1.6%		267		0.2%		977.5%								14,548		153		73		4,261



				丸亀製麺セグメントPL マルガメ セイメン		2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		97,880		100.0%		49,183		100.0%		199.0%

				セグメント利益 リエキ		14,548		14.9%		7,832		15.9%		185.8%



				海外事業セグメントPL		2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		33,294		100.0%		16,720		100.0%		199.1%

				セグメント利益 リエキ		4,261		12.8%		2,352		14.1%		181.2%









				Consolidated PL (IFRS)

						FY 2018				FY 2017				YoY

						連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ		連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ

				Revenue		159,059		100.0%		145,022		100.0%		109.7%

				Contribution margin		9,572		6.0%		7,270		5.0%		131.7%

				Adjusted EBITDA		29,640		18.6%		12,402		8.6%		239.0%

				Operating profit		6,689		4.2%		2,302		1.6%		290.6%

				Profit before tax		5,266		3.3%		1,337		0.9%		393.9%

				Profit for the year		2,704		1.7%		221		0.2%		1223.5%

				Profit for the year attributable to owners of the parent		2,610		1.6%		267		0.2%		977.5%



				Marugame Seimen
segment		FY 2018				FY 2017				YoY

				Revenue		97,880		100.0%		49,183		100.0%		199.0%								Segment profit

				Segment profit 		14,548		14.9%		7,832		15.9%		185.8%								Ratio to prev. period = YoY



				Overseas segment		FY 2018				FY 2017				YoY

				Revenue		33,294		100.0%		16,720		100.0%		199.1%

				Segment profit 		4,261		12.8%		2,352		14.1%		181.2%

























Sheet5



				連結PL (IFRS) レンケツ																																修正 シュウセイ		年初予算 ネンショ ヨサン

						上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ						上期計画 カミキ ケイカク		当初計画 トウショ ケイカク		売上収益 ウリア シュウエキ		56,195		56,195

作成者: 開示用の数字丸め有り

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								売上原価 ウリアゲ ゲンカ		14,451		14,572

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		80,017		100.0%				79,042		100.0%		79,042		100.0%		0				159,059		100.0%				53,465				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		41,744		41,623

作成者: 開示用の数字丸め有り


				事業利益 ジギョウ リエキ		5,840		7.3%				3,732		4.7%		3,732		4.7%		0				9,572		6.0%

				営業利益 エイギョウ リエキ		5,084		6.4%				1,605		2.0%		2,105		2.7%		△ 500				6,689		4.2%				4,400				人件費　　計 ジンケンヒ ケイ		16,774		16,908

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		4,100		5.1%				1,166		1.5%		1,766		2.2%		△ 600				5,266		3.3%				4,120				水光熱費　計 スイ コウネツヒ ケイ		3,689		3,589

				当期利益 トウキ リエキ		2,601		3.3%				103		0.1%		703		0.9%		△ 600				2,704		1.7%				2,690				地代家賃		5,699		5,826

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		2,569		3.2%				41		0.1%		641		0.8%		△ 600				2,610		1.6%				2,681				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		1,957		2,102

																																		その他一般管理費計 タ イッパン カンリヒ ケイ		8,048		7,851

				丸亀製麺セグメント マルガメ セイメン		上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ										販売費及び一般管理費合計		36,167		36,276

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								減損損失 ゲンソン ソンシツ		1,218		1,030

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%				48,697		100.0%		46,905		100.0%		1,792				97,880		100.0%				43,559		90,464		その他の営業収入 タ エイギョウ シュウニュウ		117		261

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%				6,716		13.8%		6,182		13.2%		534				14,548		14.9%				7,023		13,205		その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		41		150

作成者: 開示用の数字丸め有り


				海外事業セグメント カイガイ ジギョウ		上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ										営業利益（損失）		4,430		4,430

作成者: 開示用の数字丸め有り


						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								調整後EBITDA チョウセイゴ		7,681		7,449

作成者: 開示用の数字丸め有り


				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%				16,574		100.0%		16,518		100.0%		56				33,294		100.0%				3458				金融収益 キンユウ シュウエキ		109		86

作成者: 開示用の数字丸め有り


				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%				1,909		11.5%		1,900		11.5%		9				4,261		12.8%				271				金融費用 キンユウ ヒヨウ		123		29

作成者: 開示用の数字丸め有り


																																		経常利益（損失） ケイジョウ リエキ ソンシツ		4,490		4,490

				カフェ事業セグメント ジギョウ		上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		2,595		100.0%				3,230		100.0%		3,041		100.0%		189				5,825		100.0%

				セグメント利益 リエキ		116		0.7%				37		0.2%		△ 16		-0.1%		53				153		0.5%





				Consolidated PL (IFRS)																														持分法投資損益 モチブン ホウ トウシ ソンエキ		163		243

						FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017										税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		4,578		4,730

作成者: 開示用の数字丸め有り


						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue								法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		1,626		1,680

作成者: 開示用の数字丸め有り


				Revenue		80,017		100.0%				79,042		100.0%		79,042		100.0%		0				159,059		100.0%								当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,953		3,050

作成者: 開示用の数字丸め有り


				Operating profit		5,084		6.4%				1,605		2.0%		2,105		2.7%		△ 500				6,689		4.2%								親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウ シャ		2,964		3,033

作成者: 開示用の数字丸め有り


																																						

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		Profit before tax		4,100		5.1%				1,166		1.5%		1,766		2.2%		△ 600				5,266		3.3%								非支配持分 ヒ シハイ モチブン		(11)		17

				Profit for the year		2,601		3.3%				103		0.1%		703		0.9%		△ 600				2,704		1.7%

				Profit for the year attributable to owners of the parent		2,569		3.2%				41		0.1%		641		0.8%		△ 600				2,610		1.6%								Profit for the year attributable to owners of the parent 

																																		parents のsはいらないようです

				Marugame Seimen 
segment		FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017

						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue								フォントとフォントサイズの混在

				Revenue		49,183		100.0%				48,697		100.0%		46,905		100.0%		1,792				97,880		100.0%

				Operating profit of 
Marugame Seimen segment		7,832		15.9%				6,716		13.8%		6,182		13.2%		534				14,548		14.9%								Segment profit

				Overseas 
segment		FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017										Ratio to prev. period = YoY

						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue

				Revenue		16,720		100.0%				16,574		100.0%		16,518		100.0%		56				33,294		100.0%								% to revenue のeの切り方がおかしいので

				Operating profit of 
Marugame Seimen segment		2,352		14.1%				1,909		11.5%		1,900		11.5%		9				4,261		12.8%								フォントサイズあるいは列の幅を変える必要があります





































出店計画

																										AS

								出店		退店		2020年
3月末 ネン ガツ マツ		投資額
（概算　百万円） トウシ ガク ガイサン ヒャクマンエン				2019年
3月 ネン ガツ														2020年3月期 ネン ガツキ		2021年3月期 ネン ガツキ		2022年3月期 ネン ガツキ		2023年3月期 ネン ガツキ		2024年3月期 ネン ガツキ

																										出店 シュッテン		小 ショウ				2		7		8		8		8

				国内 コクナイ				76		15		1,164		5,376				1,103										大 ダイ				1		6		6		7		7

						丸亀製麺		32		5		844		2,240				817										計 ケイ				3		13		14		15		15

						とん一 イチ		3		2		54		97				53								退店 タイ テン		小 ショウ				0		1		1		1		1

						カフェ		10		0		39		1,500				29										大 ダイ				0		0		0		0		0

						晩杯屋 バ		3		0		52		70				49										計 ケイ				0		1		1		1		1

						ずんどう屋 ヤ		3		0		48		191				45								純増 ジュン ゾウ		小 ショウ				2		6		7		7		7

						その他 タ		25		8		127		1,278				110										大 ダイ				1		6		6		7		7

				海外 カイガイ				145		24		696		1,940				575										計 ケイ				3		12		13		14		14

						連結子会社 レンケツ コガイシャ		69		12		229		1,850				172

						持分法適用会社 モチブン ホウ テキヨウ カイシャ		52		12		247		90				207								ずんどう屋 ヤ

						純粋ＦＣ ジュンスイ		24		0		220		0				196										Year0		Year1		Year2		Year3

				合 計 ゴウ ケイ				221		39		1,860		7,316				1,678										2019/03期 キ		2020/03期 キ		2021/03期 キ		2022/03期 キ

																										出店数 シュッテン スウ		9		3		10		10

						※その他　の内訳 タ ウチワケ																				退店数 タイ テン スウ		0		0		0		0

																										店舗数 テンポスウ		45		48		58		68













								Open		Close		2020
Mar						2019
Mar



				Domestic				76		15		1,164		5,376				1,103

						Marugame Seimen		32		5		844		2,240

						Butaya Tonichi （Tonkatsu,tonteki）		3		2		54		97

						Kona's CoffeeRoasted（Cafe）		10		0		39		1,500

						Banpaiya (Standing Bar)		3		0		52		70

						Zundoya (Ramen)		3		0		48		191

						Others		25		8		127		1,278

				Overseas				145		24		696		1,940

						Subsidiaries		69		12		229		1,850

						JVs		52		12		247		90

						FCs		24		0		220		0

				Total				221		39		1,860		7,316



















中期計画

				連結PL (IFRS) レンケツ

						2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期								H29.3期 キ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		159,059		-		109.7%		174,683		-		109.8%		200,803		-		115.0%				145,022

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		29,640		18.6%		239.0%		32,373		18.5%		109.2%		36,161		18.0%		111.7%				12,402

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,689		4.2%		290.6%		9,086		5.2%		135.8%		12,045		6.0%		132.6%				2,302

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		5,266		3.3%		393.9%		8,500		4.9%		161.4%		11,481		5.7%		135.1%				1,337

				当期利益 トウキ リエキ		2,704		1.7%		1223.5%		5,615		3.2%		207.7%		7,712		3.8%		137.3%				221

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		2,610		1.6%		977.5%		5,434		3.1%		208.2%		7,488		3.7%		137.8%				267



				丸亀製麺セグメントPL マルガメ セイ メン

						2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		97,880		-		199.0%		99,307		-		101.5%		107,694		-		108.4%				49,183

				セグメント利益 リエキ		14,548		14.9%		185.8%		12,817		12.9%		88.1%		14,149		13.1%		110.4%				7,832



				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

						2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		33,294		-		199.1%		36,604		-		109.9%		41,549		-		113.5%				16,720

				セグメント利益 リエキ		4,261		12.8%		181.2%		4,452		12.2%		104.5%		4,913		11.8%		110.4%				2,352



				出店  シュッテン		221						326						412								退店 タイ テン		30期 キ		31期 キ		32期 キ

				　国内 コクナイ		76						138						199										15		16		16

				　海外 カイガイ		145						188						213										24		26		25

				累計店舗数 ルイケイ テンポ スウ		1,860						2,144						2,515								1,687

				　国内 コクナイ		1,164						1,286						1,469								1,103

				　海外 カイガイ		696						858						1,046								575





















				Consolidated PL (IFRS)

						FY2019						FY2020						FY2021								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		159,059		-		109.7%		174,683		-		109.8%		200,803		-		115.0%				95,587

				Adjusted EBITDA		29,640		18.6%		239.0%		32,373		18.5%		109.2%		36,161		18.0%		111.7%				12,799

				Operating profit		6,689		4.2%		290.6%		9,086		5.2%		135.8%		12,045		6.0%		132.6%				8,733

				Profit before tax		5,266		3.3%		393.9%		8,500		4.9%		161.4%		11,481		5.7%		135.1%				8,117

				Profit for the year		2,704		1.7%		1223.5%		5,615		3.2%		207.7%		7,712		3.8%		137.3%				5,242

				Profit for the year attributable to owners of the parents		2,610		1.6%		977.5%		5,434		3.1%		208.2%		7,488		3.7%		137.8%				5,212



				Ｍａｒｕｇａｍｅｓｅｉｍｅｎ segment

						FY2019						FY2020						FY2021								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		97,880		-		199.0%		99,307		-		101.5%		107,694		-		108.4%				6,255

				segment profit		14,548		14.9%		185.8%		12,817		12.9%		88.1%		14,149		13.1%		110.4%				436





				Overseas segment

						FY2018						FY2019						FY2020								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		33,294		-		199.1%		36,604		-		109.9%		41,549		-		113.5%				6,255

				segment profit		4,261		12.8%		181.2%		4,452		12.2%		104.5%		4,913		11.8%		110.4%				436



				Numbers of opening stores(numbers in overseas）		221				0.0%		326				0.0%		412				0.0%

				Total numbers of stores(numbers of overses)		1,860				0.0%		2,144				0.0%		2,515				0.0%				1,092		246



				Numbers of opening stores(numbers in overseas）

				Total numbers of stores(numbers of overses)





IFRS

		■2015年3月期：IFRS連結業績予想シミュレーション ネン ガツ キ レンケツ ギョウセキ ヨソウ

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		実績 ジッセキ		J-GAAP						IFRS				差異 サイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				0

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,564				営業利益 エイギョウ リエキ		4,177				△ 3,387

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,994				税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		3,602				△ 3,392

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,606				当期利益 トウキ リエキ		1,985				29

								　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,956				△ 650



		↓実績のJ-GAAPとIFRSの差異を元にIFRS予算を試算 ジッセキ サイ モト ヨサン シサン												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		予想 ヨソウ		J-GAAP						IFRS				調整 チョウセイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		84,803				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		84,803				0

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,200				営業利益 エイギョウ リエキ		3,900				△ 3,300

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,928				税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		3,628				△ 3,300

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,132				当期利益 トウキ リエキ		1,762				30

								　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,732				△ 400		※調整 チョウセイ





Sheet4

		連結純損益計算書の差異 レンケツ ジュンソンエキ ケイサンショ サイ

																						（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		日本基準（J-GAAP） ニホン キジュン						①日本基準（J-GAAP）の表示組替 ニホン キジュン ヒョウジ クミカエ						②国際会計基準（IFRS） コクサイ カイケイ キジュン						差異②－① サイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		0

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		0

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		0

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 57,421				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 57,421				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 58,605				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 1,183		※1

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,564				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 1,849				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 2,155				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 306		※2

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		277				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		338				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		324				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		△ 14

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		△ 848				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 342				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 374				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 32

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,994				営業利益 エイギョウ リエキ		5,711				営業利益 エイギョウ リエキ		4,175				営業利益 エイギョウ リエキ		△ 1,536

		特別利益 トクベツ リエキ		172				金融収益 キンユウ シュウエキ		111				金融収益 キンユウ シュウエキ		206				金融収益 キンユウ シュウエキ		95		※3

		特別損失 トクベツ ソンシツ		△ 2,068				金融費用 キンユウ ヒヨウ		△ 646				金融費用 キンユウ ヒヨウ		△ 637				金融費用 キンユウ ヒヨウ		9

		税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		5,098				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 77				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 130				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 53		※4

		法人税等 ホウジンゼイ トウ		△ 2,429				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		5,098				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		3,614				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		△ 1,484

		少数株主調整前当期純利益 ショウスウ カブヌシ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		2,669				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		△ 2,429				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		△ 1,603				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		826		※5

		少数株主損益 ショウスウ カブヌシ ソンエキ		△ 29				当期利益 トウキ リエキ		2,669				当期利益 トウキ リエキ		2,011				当期利益 トウキ リエキ		△ 658

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,640				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		2,640				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,982				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		△ 658

								　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		29				　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		29				　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		0

																				IFRSと日本基準の主な差異 ニホン キジュン オモ サイ

																		※1		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		△ 869		定額法への遡及修正 テイガク ホウ ソキュウ シュウセイ

				日本基準（J-GAAP） ニホン キジュン				国際会計基準（IFRS） コクサイ カイケイ キジュン												租税公課 ソゼイ コウカ		△ 344		法人税等（均等割）より振替 ホウジンゼイ トウ キントウワリ フリカエ

		営業利益 エイギョウ リエキ		売上総利益－販売費及び一般管理費 ウリアゲ ソウリエキ ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				売上総利益－販売費及び一般管理費－減損損失＋その他の営業収益－その他の営業費用 ウリアゲ ソウリエキ ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ ゲンソン ソンシツ タ エイギョウ シュウエキ タ エイギョウ ヒヨウ												その他 タ		30

																				計 ケイ		△ 1,183

		経常利益 ケイジョウ リエキ		営業利益＋営業外収益－営業外費用 エイギョウ リエキ エイギョウガイ シュウエキ エイギョウガイ ヒヨウ				経常利益、特別損益の概念はなく、金融収益、金融費用及び持分法による投資損益以外は、営業利益に加減 ケイジョウ リエキ トクベツ ソンエキ ガイネン キンユウ シュウエキ キンユウ ヒヨウ オヨ モチブンポウ トウシ ソンエキ イガイ エイギョウ リエキ カゲン										※2		減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 251		割引後CFとの比較 ワリビキ アト ヒカク

																				減損損失（のれん） ゲンソン ソンシツ		△ 55		非償却分を減損 ヒ ショウキャク ブン ゲンソン

		金融収益 キンユウ シュウエキ		－				受取利息、為替差益等 ウケトリ リソク カワセ サエキ トウ												計 ケイ		△ 306

		金融費用 キンユウ ヒヨウ		－				支払利息、為替差損等 シハライ リソク カワセ サソン トウ										※3		受取利息 ウケトリ リソク		95		敷金保証金を償却原価に シキキン ホショウキン ショウキャク ゲンカ

																				計 ケイ		95

																		※4		持分法による投資損失 モチブンポウ トウシ ソンシツ		△ 86		全ての共同支配企業を持分法適用に スベ キョウドウ シハイ キギョウ モチブンポウ テキヨウ

																				持分法による投資損失 モチブンポウ トウシ ソンシツ		33		持分法のれんの非償却 モチブンポウ ヒ ショウキャク

																				計 ケイ		△ 53

																		※5		法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		345		均等割を租税公課に振替 キントウワリ ソゼイ コウカ フリカエ

																				法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		132		税率変更による修正 ゼイリツ ヘンコウ シュウセイ

																				法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		349		IFRS修正に係る税効果調整 シュウセイ カカ ゼイ コウカ チョウセイ

																				計 ケイ		826



表示組替

IFRS調整



世界ランキング

				世界外食企業ランキング（上場企業）上位10社

						企業名		国名		売上高
（百万ドル）		決算期		展開ブランド

				1		McDonald's Corporation 		アメリカ		28,106		41609		McDonald's

				2		Starbucks Corporation 		アメリカ		14,892		41518		Starbucks

				3		Yum Brands Inc 		アメリカ		13,084		41609		KFC/Pizza Hut/Taco Bell、他

				4		Darden Restaurants Inc 		アメリカ		6,286		41760		Red Lobster/Olive Garden/
LongHorn Steakhouse、他

				5		AUTOGRILL SPA 		イタリア		6,207		41609		FC含む250ブランド以上を展開

				6		ゼンショーホールディングス		日本		4,679		41699		すき家/ココス/はま寿司、他

				7		Bloomin Brands Inc		アメリカ		4,129		41609		OUTBACK STEAKHOUSE
/CARRABBA'S、他

				8		ARCOS DORADOS 
HOLDINGS INCORPORATED 		アルゼンチン		4,033		41609		（中南米、カリブ海エリアの
McDonald's franchisee）

				9		Chipotle Mexican Grill, Inc. 		アメリカ		3,215		41609		Chipotle

				10		TIM HORTONS INCORPORATED		カナダ		3,162		41609		Tim Hortons、他

				（出所）各社決算資料等よりみずほ銀行産業調査部作成





						McDonald's Corporation 		(		アメリカ		)		28,106

						Starbucks Corporation 		(		アメリカ		)		14,892

						Yum Brands Inc 		(		アメリカ		)		13,084

						Darden Restaurants Inc 		(		アメリカ		)		6,286

						AUTOGRILL SPA 		(		イタリア		)		6,207

						ゼンショーホールディングス		(		日本		)		4,679

						Bloomin Brands Inc		(		アメリカ		)		4,129
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HOLDINGS INCORPORATED 		(		アルゼンチン		)		4,033

						Chipotle Mexican Grill, Inc. 		(		アメリカ		)		3,215

						TIM HORTONS INCORPORATED		(		カナダ		)		3,162



						McDonald's Corporation (アメリカ)		28,106

						Starbucks Corporation (アメリカ)		14,892

						Yum Brands Inc (アメリカ)		13,084

						Darden Restaurants Inc (アメリカ)		6,286

						AUTOGRILL SPA (イタリア)		6,207

						ゼンショーホールディングス(日本)		4,679

						Bloomin Brands Inc(アメリカ)		4,129

						ARCOS DORADOS 
HOLDINGS INCORPORATED (アルゼンチン)		4,033

						Chipotle Mexican Grill, Inc. (アメリカ)		3,215

						TIM HORTONS INCORPORATED(カナダ)		3,162





						TIM HORTONS Inc.(カナダ)		3,162

						Chipotle Mexican Grill, Inc. (アメリカ)		3,215

						ARCOS DORADOS HD Inc. (アルゼンチン)		4,033

						Bloomin Brands Inc.(アメリカ)		4,129

						ゼンショーホールディングス(日本)		4,679

						AUTOGRILL SPA (イタリア)		6,207

						Darden Restaurants Inc. (アメリカ)		6,286

						Yum Brands Inc. (アメリカ)		13,084

						Starbucks Corporation (アメリカ)		14,892

						McDonald's Corporation (アメリカ)		28,106









						TIM HORTONS Inc.		3,162

						Chipotle Mexican Grill, Inc. 		3,215

						ARCOS DORADOS HD Inc. 		4,033

						Bloomin Brands Inc.		4,129

						ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.		4,679

						AUTOGRILL SPA 		6,207

						Darden Restaurants Inc. 		6,286

						Yum Brands Inc. 		13,084

						Starbucks Corporation 		14,892

						McDonald's Corporation 		28,106





						McDonald's Corporation 		28,106

						Starbucks Corporation 		14,892

						Yum Brands Inc. 		13,084

						Darden Restaurants Inc. 		6,286

						AUTOGRILL SPA 		6,207

						ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.		4,679

						Bloomin Brands Inc.		4,129

						ARCOS DORADOS HD Inc. 		4,033

						Chipotle Mexican Grill, Inc. 		3,215

						TIM HORTONS Inc.		3,162



TIM HORTONS Inc.(カナダ)	Chipotle Mexican Grill, Inc. (アメリカ)	ARCOS DORADOS HD Inc. (アルゼンチン)	Bloomin Brands Inc.(アメリカ)	ゼンショーホールディングス(日本)	AUTOGRILL SPA (イタリア)	Darden Restaurants Inc. (アメリカ)	Yum Brands Inc. (アメリカ)	Starbucks Corporation (アメリカ)	McDonald's Corporation (アメリカ)	3162	3215	4033	4129	4679	6207	6286	13084	14892	28106	McDonald's Corporation 	Starbucks Corporation 	Yum Brands Inc. 	Darden Restaurants Inc. 	AUTOGRILL SPA 	ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.	Bloomin Brands Inc.	ARCOS DORADOS HD Inc. 	Chipotle Mexican Grill, Inc. 	TIM HORTONS Inc.	28106	14892	13084	6286	6207	4679	4129	4033	3215	3162	

基礎資料

		ＢＩ　「月別・日別推移」　→　「当月レート」　は、前月末のレートを採用 ツキベツ ヒ ベツ スイイ トウゲツ ゼンゲツ マツ サイヨウ

		閉店日　＞＝2016/03/31　（3/31以前に閉店した店舗は含まない） 　 開店日　＜＝2015/12/31（12/31以前に開店した店舗を含む）　など　　を選択 ヘイ テン テンポ フク カイテン ヒ イゼン カイテン テンポ フク

		*は取る ト

		開店、閉店の情報は、右クリックでロックする カイテン ヘイテン ジョウホウ ミギ

		⇒　2016/1/1から03/31まで、ひと月フルで営業していた店舗を対象にしている ツキ エイギョウ テンポ タイショウ

		1Q		閉店日　＞＝2018/3/31　		開店日 ＜＝2017/12/31

		2Q		閉店日　＞＝2018/06/30　		開店日 ＜＝2017/12/31

		3Q		閉店日　＞＝2018/09/30　		開店日 ＜＝2017/12/31

		4Q		閉店日　＞＝2018/12/31　		開店日 ＜＝2017/12/31

		※台湾は注意 タイワン チュウイ

		※丸亀製麺だけ絞る マ シボ

		アメリカ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		11,037,015		1,236,035,309		0		-		944,199,552		130.91%		1,085,440		887,294		122.3%		1,139		0		-		-		-		-		-		3

		2018/01		934,634		104,669,658		0		-		67,798,467		154.38%		94,437		67,217		140.5%		1,108		0		-		-		-		-		-

		2018/02		865,529		96,930,585		0		-		58,289,841		166.29%		86,893		58,009		149.8%		1,116		0		-		-		-		-		-

		2018/03		940,247		105,298,244		0		-		62,867,453		167.49%		93,828		62,064		151.2%		1,122		0		-		-		-		-		-

		2018/04		879,409		98,484,986		0		-		62,713,474		157.04%		88,931		61,268		145.2%		1,107		0		-		-		-		-		-

		2018/05		923,118		103,380,016		0		-		66,076,146		156.46%		92,310		63,938		144.4%		1,120		0		-		-		-		-		-

		2018/06		891,830		99,876,097		0		-		65,094,909		153.43%		89,438		63,065		141.8%		1,117		0		-		-		-		-		-

		2018/07		918,801		102,896,533		0		-		71,199,415		144.52%		91,340		67,966		134.4%		1,127		0		-		-		-		-		-

		2018/08		933,509		104,543,639		0		-		75,557,404		138.36%		90,175		71,798		125.6%		1,159		0		-		-		-		-		-

		2018/09		902,763		101,100,405		0		-		89,716,330		112.69%		87,740		82,737		106.0%		1,152		0		-		-		-		-		-

		2018/10		904,814		101,330,172		0		-		108,372,002		93.50%		87,870		96,758		90.8%		1,153		0		-		-		-		-		-

		2018/11		902,780		101,102,360		0		-		107,716,571		93.86%		87,338		96,159		90.8%		1,158		0		-		-		-		-		-

		2018/12		1,039,580		116,422,613		0		-		108,797,539		107.01%		95,140		96,315		98.8%		1,224		0		-		-		-		-		-

						34,334,314										30,151						1,139

						34,334

		韓国 カンコク

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		6,706,938,740		670,693,874		0		-		680,174,538		98.61%		755,090		803,853		93.9%		888		0		-		-		-		-		-		10

		2018/01		566,061,780		56,606,178		0		-		57,115,579		99.11%		66,453		66,098		100.5%		852		0		-		-		-		-		-

		2018/02		520,514,890		52,051,489		0		-		52,995,374		98.22%		60,381		61,720		97.8%		862		0		-		-		-		-		-

		2018/03		572,189,740		57,218,974		0		-		50,865,872		112.49%		66,336		59,949		110.7%		863		0		-		-		-		-		-

		2018/04		541,064,440		54,106,444		0		-		54,753,092		98.82%		60,522		65,413		92.5%		894		0		-		-		-		-		-

		2018/05		564,352,660		56,435,266		0		-		57,043,792		98.93%		63,559		68,308		93.0%		888		0		-		-		-		-		-

		2018/06		535,459,550		53,545,955		0		-		56,203,125		95.27%		60,112		67,006		89.7%		891		0		-		-		-		-		-

		2018/07		605,035,010		60,503,501		0		-		59,664,308		101.41%		68,244		70,970		96.2%		887		0		-		-		-		-		-

		2018/08		600,337,740		60,033,774		0		-		60,273,538		99.60%		67,212		71,770		93.6%		893		0		-		-		-		-		-

		2018/09		539,093,950		53,909,395		0		-		54,244,144		99.38%		58,602		64,180		91.3%		920		0		-		-		-		-		-

		2018/10		551,903,530		55,190,353		0		-		56,888,227		97.02%		61,414		67,561		90.9%		899		0		-		-		-		-		-

		2018/11		542,895,370		54,289,537		0		-		57,939,978		93.70%		59,548		68,212		87.3%		912		0		-		-		-		-		-

		2018/12		568,030,080		56,803,008		0		-		62,187,509		91.34%		62,707		72,666		86.3%		906		0		-		-		-		-		-

						5,589,116										6,292						888

						5,589

		台湾 タイワン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計				2,971,667,163										4,616,338								0		-		-		-		-		-		28

		2018/04		73,235,984		262,917,183		0		-		251,137,520		104.69%		389,494		407,124		95.7%		675		0		-		-		-		-		-

		2018/05		68,393,158		245,531,437		0		-		257,344,792		95.41%		378,505		388,993		97.3%		649		0		-		-		-		-		-

		2018/06		71,168,994		255,496,688		0		-		254,627,460		100.34%		391,780		386,317		101.4%		652		0		-		-		-		-		-

		2018/07		77,465,930		278,102,689		0		-		291,768,623		95.32%		431,510		435,155		99.2%		644		0		-		-		-		-		-

		2018/08		68,986,210		247,660,494		0		-		279,460,312		88.62%		400,710		422,766		94.8%		618		0		-		-		-		-		-

		2018/09		66,685,851		239,402,205		0		-		209,331,593		114.37%		368,591		319,832		115.2%		650		0		-		-		-		-		-

		2018/10		65,631,275		235,616,277		0		-		262,058,946		89.91%		359,469		395,002		91.0%		655		0		-		-		-		-		-

		2018/11		60,463,169		217,062,777		0		-		238,986,853		90.83%		350,028		358,597		97.6%		620		0		-		-		-		-		-

		2018/12		74,003,339		265,671,987		0		-		270,622,985		98.17%		418,034		405,124		103.2%		636		0		-		-		-		-		-

		2019/01		66,674,732		239,362,288		0		-		229,919,385		104.11%		376,272		353,655		106.4%		636		0		-		-		-		-		-

		2019/02		68,961,950		247,573,401		0		-		271,017,195		91.35%		380,474		385,962		98.6%		651		0		-		-		-		-		-

		2019/03		66,091,849		237,269,738		0		-		236,765,436		100.21%		371,471		349,155		106.4%		639		0		-		-		-		-		-

						8,844,248										13,739						644

						8,844

		ロシア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		249,820,501		489,648,182		0		-		606,340,489		80.75%		619,308		768,902		80.5%		791		0		-		-		-		-		-		7

		2018/01		23,475,281		46,011,550		0		-		37,642,492		122.23%		57,336		48,483		118.3%		802		0		-		-		-		-		-

		2018/02		23,467,768		45,996,825		0		-		41,677,393		110.36%		58,371		53,890		108.3%		788		0		-		-		-		-		-

		2018/03		28,161,829		55,197,185		0		-		55,066,665		100.24%		69,347		70,917		97.8%		796		0		-		-		-		-		-

		2018/04		29,134,888		57,104,380		0		-		51,409,079		111.08%		71,632		65,798		108.9%		797		0		-		-		-		-		-

		2018/05		28,300,303		55,468,594		0		-		51,420,349		107.87%		69,890		66,385		105.3%		794		0		-		-		-		-		-

		2018/06		29,105,898		57,047,559		0		-		51,120,385		111.59%		69,055		62,666		110.2%		826		0		-		-		-		-		-

		2018/07		26,761,752		52,453,033		0		-		47,238,507		111.04%		64,403		59,162		108.9%		814		0		-		-		-		-		-

		2018/08		25,422,365		49,827,835		0		-		46,456,545		107.26%		61,844		62,566		98.8%		806		0		-		-		-		-		-

		2018/09		11,250,390		22,050,764		0		-		56,269,767		39.19%		30,150		69,913		43.1%		731		0		-		-		-		-		-

		2018/10		12,932,184		25,347,080		0		-		59,012,452		42.95%		35,088		73,440		47.8%		722		0		-		-		-		-		-

		2018/11		11,807,845		23,143,376		0		-		56,289,703		41.11%		32,192		69,802		46.1%		719		0		-		-		-		-		-

		2018/12		0		0		0		-		52,737,152		0.00%		0		65,880		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

						6,359,067										8,043						791

						6,359

		中国 チュウゴク

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		253,847,903		4,257,029,327		0		-		4,276,874,170		99.54%		6,629,104		6,377,268		103.9%		642		0		-		-		-		-		-		69

		2018/01		21,499,479		360,546,268		0		-		354,313,915		101.76%		547,348		520,677		105.1%		659		0		-		-		-		-		-

		2018/02		19,902,231		333,760,419		0		-		317,080,764		105.26%		517,272		471,878		109.6%		645		0		-		-		-		-		-

		2018/03		21,157,732		354,815,159		0		-		340,711,334		104.14%		537,201		509,587		105.4%		660		0		-		-		-		-		-

		2018/04		20,238,475		339,399,222		0		-		339,685,662		99.92%		510,965		494,047		103.4%		664		0		-		-		-		-		-

		2018/05		20,188,411		338,559,649		0		-		350,489,524		96.60%		559,414		518,800		107.8%		605		0		-		-		-		-		-

		2018/06		21,499,488		360,546,409		0		-		380,465,857		94.76%		654,384		552,143		118.5%		551		0		-		-		-		-		-

		2018/07		24,090,931		404,004,918		0		-		401,912,616		100.52%		634,219		600,567		105.6%		637		0		-		-		-		-		-

		2018/08		23,709,415		397,606,893		0		-		391,397,135		101.59%		601,990		597,178		100.8%		660		0		-		-		-		-		-

		2018/09		20,247,900		339,557,280		0		-		340,705,766		99.66%		521,964		521,082		100.2%		651		0		-		-		-		-		-

		2018/10		20,449,485		342,937,857		0		-		340,641,385		100.67%		529,361		522,324		101.3%		648		0		-		-		-		-		-

		2018/11		19,610,734		328,872,006		0		-		339,044,797		97.00%		504,097		506,954		99.4%		652		0		-		-		-		-		-

		2018/12		21,253,622		356,423,248		0		-		380,425,416		93.69%		510,889		562,031		90.9%		698		0		-		-		-		-		-

						5,141,340										8,006						642

						5,141

		タイ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		136,089,230		485,838,550		0		-		539,844,041		90.00%		876,307		1,107,020		79.2%		554		0		-		-		-		-		-		22

		2018/01		13,421,005		47,912,987		0		-		40,074,580		119.56%		101,773		76,489		133.1%		471		0		-		-		-		-		-

		2018/02		11,488,032		41,012,276		0		-		37,324,473		109.88%		84,617		71,707		118.0%		485		0		-		-		-		-		-

		2018/03		12,723,835		45,424,091		0		-		42,611,486		106.60%		94,942		86,311		110.0%		478		0		-		-		-		-		-

		2018/04		12,840,018		45,838,865		0		-		45,051,056		101.75%		95,161		92,636		102.7%		482		0		-		-		-		-		-

		2018/05		12,432,458		44,383,875		0		-		37,668,891		117.83%		93,249		81,002		115.1%		476		0		-		-		-		-		-

		2018/06		12,305,931		43,932,174		0		-		45,718,692		96.09%		93,433		93,906		99.5%		470		0		-		-		-		-		-

		2018/07		12,344,254		44,068,987		0		-		46,736,223		94.29%		94,490		97,973		96.4%		466		0		-		-		-		-		-

		2018/08		12,112,614		43,242,032		0		-		48,688,249		88.81%		92,877		100,836		92.1%		466		0		-		-		-		-		-

		2018/09		11,428,445		40,799,549		0		-		49,654,757		82.17%		86,171		101,589		84.8%		473		0		-		-		-		-		-

		2018/10		5,156,638		18,409,197		0		-		46,566,077		39.53%		39,594		96,613		41.0%		465		0		-		-		-		-		-

		2018/11		7,520,459		26,848,037		0		-		46,014,052		58.35%		0		94,430		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

		2018/12		12,315,541		43,966,481		0		-		53,735,506		81.82%		0		113,528		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

						1,840,298										3,319						554

						1,840

		カンボジア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		723,052		80,974,591		0		-		79,876,540		101.37%		174,243		162,171		107.4%		465		0		-		-		-		-		-		1

		2018/01		60,902		6,820,403		0		-		5,835,079		116.89%		16,075		11,579		138.8%		424		0		-		-		-		-		-

		2018/02		54,361		6,087,933		0		-		5,431,325		112.09%		14,896		10,550		141.2%		409		0		-		-		-		-		-

		2018/03		61,330		6,868,311		0		-		6,083,072		112.91%		16,130		11,790		136.8%		426		0		-		-		-		-		-

		2018/04		62,016		6,945,199		0		-		6,234,230		111.40%		15,308		12,235		125.1%		454		0		-		-		-		-		-

		2018/05		55,382		6,202,267		0		-		6,263,222		99.03%		13,486		12,003		112.4%		460		0		-		-		-		-		-

		2018/06		57,645		6,455,609		0		-		6,783,814		95.16%		14,438		13,411		107.7%		447		0		-		-		-		-		-

		2018/07		55,777		6,246,474		0		-		7,030,093		88.85%		13,565		14,230		95.3%		460		0		-		-		-		-		-

		2018/08		61,259		6,860,382		0		-		7,381,441		92.94%		13,868		17,560		79.0%		495		0		-		-		-		-		-

		2018/09		56,863		6,368,142		0		-		6,971,815		91.34%		12,830		16,316		78.6%		496		0		-		-		-		-		-

		2018/10		66,844		7,485,806		0		-		7,285,194		102.75%		15,078		8,131		185.4%		496		0		-		-		-		-		-

		2018/11		61,908		6,933,024		0		-		7,221,156		96.01%		13,870		16,264		85.3%		500		0		-		-		-		-		-

		2018/12		68,765		7,701,041		0		-		7,356,099		104.69%		14,699		18,102		81.2%		524		0		-		-		-		-		-

						6,747,883										14,520						465

						6,748



		フィリピン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		69,533,573		157,145,876		0		-		51,237,143		306.70%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-		1

		2018/01		5,292,606		11,961,289		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/02		5,112,480		11,554,205		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/03		5,498,906		12,427,527		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/04		5,373,300		12,143,657		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/05		5,335,998		12,059,355		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/06		5,364,759		12,124,355		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/07		5,704,955		12,893,197		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/08		5,886,499		13,303,488		0		-		6,529,648		203.74%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/09		5,779,436		13,061,526		0		-		10,703,669		122.03%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/10		6,103,613		13,794,166		0		-		10,936,373		126.13%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/11		7,099,325		16,044,475		0		-		10,674,562		150.31%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/12		6,981,697		15,778,635		0		-		12,392,892		127.32%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

						13,095,490										0						ERROR:#DIV/0!

						13,095



				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン				検算 ケンザン

				アメリカ (本土・ハワイ） ホンド		34,334		30,151		1,139				30,151		0				9364837.1399935

				韓国 カンコク		5,589		6,292		888				6,292		0				16312.6546754795

				台湾 タイワン		8,844		13,739		644				13,739		0

				カンボジア		6,748		14,520		465				14,520		0

				ロシア（持分）		6,359		8,043		791				8,043		0

				中国（持分） チュウゴク モチブン		5,141		8,006		642				8,006		0

				タイ（持分）		1,840		3,319		554				3,319		0



				日本 ニホン		9,364		16,312		574				16,314		(2)



				Overseas Marugame Seimen brand　Basic information						(Monthly data per store)

						Sales
 (1,000 yen)		# of Guests
 (person)		Sales per Guest
 (yen)

				USA		34,334		30,151		1,139

				South Korea		5,589		6,292		888

				Taiwan (ROC)		8,844		13,739		644

				Cambodia		6,748		14,520		465

				Russia<JV>		6,359		8,043		791

				China(PRC) <JV>		5,141		8,006		642

				Thailand <JV>		1,840		3,319		554



				Japan		9,364		16,312		574

				過去データ カコ

				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン

				アメリカ		26,129		27,025		967

				韓国 カンコク		5,290		7,119		743

				台湾 タイワン		11,937		22,143		539

				ロシア（持分）		7,198		9,602		750

				中国（持分） チュウゴク モチブン		7,092		11,545		614

				タイ（持分）		2,457		4,910		500



				日本 ニホン		9,000		16,393		548







				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン

				アメリカ		31,554		31,756		994

				韓国 カンコク		6,005		7,465		804

				台湾 タイワン		16,033		24,226		662

				ロシア（持分）		7,736		10,644		727

				中国（持分） チュウゴク モチブン		8,479		12,302		689

				タイ（持分）		3,160		5,895		536



				日本 ニホン		8,836		16,213		545









Sheet8

		ＢＩ　「月別・日別推移」　→　「当月レート」　は、前月末のレートを採用

		閉店日　＞＝2016/03/31　（3/31以前に閉店した店舗は含まない） 　 開店日　＜＝2015/12/31（12/31以前に開店した店舗を含む）　など　　を選択

		*は取る

		開店、閉店の情報は、右クリックでロックする

		⇒　2016/1/1から03/31まで、ひと月フルで営業していた店舗を対象にしている

		1Q		閉店日　＞＝2019/3/31　		開店日 ＜＝2018/12/31

		2Q		閉店日　＞＝2019/06/30　		開店日 ＜＝2018/12/31

		3Q		閉店日　＞＝2019/09/30　		開店日 ＜＝2018/12/31

		4Q		閉店日　＞＝2019/12/31　		開店日 ＜＝2018/12/31

		※台湾は注意

		※丸亀製麺だけ絞る

		アメリカ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		3,775,772		420,005,085		0		-		305,840,278		137.33%		337,051		275,982		122.1%		1,246		0		-		-		-		-		-		5

		2019/01		1,330,758		146,330,201		0		-		103,856,746		140.90%		119,232		95,555		124.8%		1,227		0		-		-		-		-		-

		2019/02		1,184,941		132,559,354		0		-		96,738,622		137.03%		106,025		86,846		122.1%		1,250		0		-		-		-		-		-

		2019/03		1,260,073		141,115,529		0		-		105,244,911		134.08%		111,794		93,581		119.5%		1,262		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						28,000,339										22,470						1,246

						28,000

		韓国

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		1,580,603,090		158,813,746		0		-		166,848,993		95.18%		168,792		193,299		87.3%		941		0		-		-		-		-		-		10

		2019/01		531,204,040		53,226,645		0		-		56,384,924		94.40%		56,111		66,028		85.0%		949		0		-		-		-		-		-

		2019/02		497,843,510		50,431,548		0		-		53,101,644		94.97%		52,356		60,794		86.1%		963		0		-		-		-		-		-

		2019/03		551,555,540		55,155,554		0		-		57,362,425		96.15%		60,325		66,477		90.7%		914		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						5,293,792										5,626						941

						5,294

		台湾

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		232,899,909		816,303,255		0		-		758,783,227		107.58%		1,329,643		1,181,087		112.6%		614		0		-		-		-		-		-		31

		2019/04		73,674,211		265,227,160		0		-		261,160,848		101.56%		416,169		386,621		107.6%		637		0		-		-		-		-		-

		2019/05		75,733,337		260,522,679		0		-		238,959,394		109.02%		427,957		385,683		111.0%		609		0		-		-		-		-		-

		2019/06		83,492,361		290,553,416		0		-		258,662,985		112.33%		485,517		408,783		118.8%		598		0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

		2020/01																						0		-		-		-		-		-

		2020/02																						0		-		-		-		-		-

		2020/03																						0		-		-		-		-		-

						8,777,454										14,297						614

						8,777

		ロシア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計																						0		-		-		-		-		-		7

		2019/01																						0		-		-		-		-		-

		2019/02																						0		-		-		-		-		-

		2019/03																						0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						0										0						ERROR:#DIV/0!

						0

		中国

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		69,477,772		1,162,673,494		0		-		1,061,504,165		109.53%		1,630,424		1,625,313		100.3%		713		0		-		-		-		-		-		82

		2019/01		24,548,265		406,273,781		0		-		355,683,668		114.22%		572,525		567,131		101.0%		710		0		-		-		-		-		-

		2019/02		20,942,029		354,129,712		0		-		339,296,373		104.37%		481,953		503,492		95.7%		735		0		-		-		-		-		-

		2019/03		23,987,478		402,270,001		0		-		366,524,124		109.75%		575,946		554,690		103.8%		698		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						4,726,315										6,628						713

						4,726

		タイ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		34,435,354		123,136,542		0		-		136,646,473		90.11%		253,698		284,956		89.0%		485		0		-		-		-		-		-		24

		2019/01		11,696,125		41,638,205		0		-		46,666,141		89.23%		86,060		99,389		86.6%		484		0		-		-		-		-		-

		2019/02		10,642,945		38,314,601		0		-		42,171,387		90.85%		78,347		86,202		90.9%		489		0		-		-		-		-		-

		2019/03		12,096,285		43,183,736		0		-		47,808,945		90.33%		89,291		99,365		89.9%		484		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						1,710,230										3,524						485

						1,710

		カンボジア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		212,624		23,661,393		0		-		19,685,795		120.20%		44,272		47,403		93.4%		534		0		-		-		-		-		-		1

		2019/01		70,102		7,708,390		0		-		6,646,907		115.97%		14,847		15,975		92.9%		519		0		-		-		-		-		-

		2019/02		67,257		7,524,062		0		-		6,105,202		123.24%		14,023		14,947		93.8%		537		0		-		-		-		-		-

		2019/03		75,265		8,428,942		0		-		6,933,686		121.57%		15,402		16,481		93.5%		547		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						7,887,131										14,757						534

						7,887



		フィリピン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		63,548,033		143,724,744		0		-		52,754,174		272.44%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-		4

		2019/01		20,170,105		45,181,036		0		-		11,837,618		381.67%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/02		12,739,773		29,301,477		0		-		13,061,748		224.33%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/03		30,638,155		69,242,230		0		-		27,854,807		248.58%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/04														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/05														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/06														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/07														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/08														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/09														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/10														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/11														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/12														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

						11,977,062										0						ERROR:#DIV/0!

						11,977



				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)				検算

				アメリカ (本土・ハワイ）		28,000		22,470		1,246				22,470		0				9364837.1399935

				韓国		5,294		5,626		941				5,626		0				16312.6546754795

				台湾		8,777		14,297		614				14,297		0

				カンボジア		7,887		14,757		534				14,757		0

				ロシア（持分）		0		0		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				中国（持分）		4,726		6,628		713				6,628		0

				タイ（持分）		1,710		3,524		485				3,524		0



				日本		9,813		17,685		555				17,681		4



				Overseas Marugame Seimen brand　Basic information						(Monthly data per store)

						Sales
 (1,000 yen)		# of Guests
 (person)		Sales per Guest
 (yen)

				USA		28,000		22,470		1,246

				South Korea		5,294		5,626		941

				Taiwan (ROC)		8,777		14,297		614

				Cambodia		7,887		14,757		534

				China(PRC) <JV>		4,726		6,628		713

				Thailand <JV>		1,710		3,524		485



				Japan		9,813		17,685		555

				過去データ

				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)

				アメリカ		26,129		27,025		967

				韓国		5,290		7,119		743

				台湾		11,937		22,143		539

				ロシア（持分）		7,198		9,602		750

				中国（持分）		7,092		11,545		614

				タイ（持分）		2,457		4,910		500



				日本		9,000		16,393		548







				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)

				アメリカ		31,554		31,756		994

				韓国		6,005		7,465		804

				台湾		16,033		24,226		662

				ロシア（持分）		7,736		10,644		727

				中国（持分）		8,479		12,302		689

				タイ（持分）		3,160		5,895		536



				日本		8,836		16,213		545









株主還元

				配当の推移

						2012年3月期		2014年
3月期		2015年
3月期		2016年
3月期		2017年
3月期		2018年
3月期		2019年
3月期		2020年
3月期
(予想) ヨソウ

				1株当たりの
年間配当額 ア		15円50銭		8円00銭		10円00銭		24円00銭		26円00銭		26円50銭		1円50銭		12円50銭

				配当性向		19.90%		37.00%		20.50%		19.90%		20.00%		24.68%		24.10%		20.56%



																										株主優待の内容

																										保有株式数		優待内容		継続保有優遇 ケイゾク ホユウ ユウグウ

																										実施回数 ジッシ カイスウ		年2回 ネン カイ		左記に追加 サキ ツイカ		年2回 ネン カイ

																										100株以上～200株未満		4,000円相当の割引券 ワリビキケン				ー

																										200株以上～500株未満		4,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン

																										500株以上～1,000株未満		10,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン

																										1,000株以上		15,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン



				Changes in Dividends

						Year ended March 31, 2012		Year ended March 31, 2014		Year ended March 31, 2015		Year ended March 31, 2016		Year ended March 31, 2017		Year ended March 31, 2018		Year ended March 31, 2019		Year ended March 31, 2020
(estimated)

				Annual dividend per share		15.50yen		8.00yen		10.00yen		24.00yen		26.00yen		26.50yen		1.50yen		12.50yen																Annual dividend per share

				Dividend payout ratio		19.90%		37.00%		20.50%		19.90%		20.00%		20.00%		24.10%		20.56%																Dividend payout ratio



																										Shareholder incentives

																										Number of shares		Incentive		Preferential treatment for continuous holding

																										The number of times		Twice a year		Twice a year						Shareholder incentives

																										100 - 200		4,000 yen value coupon 		Add to left		-				Shareholder incentives

																										200 - 500		4,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 

																										500 - 1,000		10,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 

																										1,000+  		15,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 





丸亀製麺　既存店

																																				Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar

						2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		2018年
3月期 ネン ガツキ		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		10月																												2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月 ガツ		2月		3月		4月 ガツ		5月 ガツ		6月

						FY 2015		FY 2016		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep						FY 2015		FY 2016		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun

						FY 2015		FY 2016		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		FY 2017 		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月						FY 2015		FY 2016		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar

				Net Sales		106.7%		103.8%		104.8%		105.2%		107.0%		110.2%		104.2%		105.1%		100.6%		100.5%		107.6%		103.2%		103.1%		101.1%		104.4%		103.3%		94.4%		97.9%		96.3%		95.2%		92.2%		96.5%		101.8%		96.3%		97.6%		96.8%		99.6%		96.7%		110.1%		105.7%		103.0%		106.2%		111.3%						2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月

				# of guests - Head count		101.8%		103.0%		104.1%		102.5%		102.5%		104.2%		98.6%		101.4%		99.1%		98.6%		101.7%		99.7%		99.5%		98.2%		100.8%		97.6%		91.0%		95.2%		99.8%		97.5%		93.0%		93.9%		99.6%		96.1%		94.9%		96.6%		98.7%		99.0%		122.6%		106.6%		99.3%		104.1%		111.5%				売上 ウリアゲ		106.7%		103.8%		104.4%		103.3%		94.4%		97.9%		96.3%		95.2%		92.2%		96.5%		101.8%		96.3%								97%		110%		106%

				Sales per guest  - Average soend per head		106.7%		100.9%		100.7%		102.6%		104.4%		105.8%		105.7%		103.7%		101.5%		101.9%		105.8%		103.5%		103.7%		102.9%		103.5%		105.8%		103.8%		102.9%		96.5%		97.7%		99.1%		102.8%		102.2%		100.2%		102.9%		100.2%		100.9%		97.7%		89.8%		99.1%		103.7%		101.9%		99.9%				客数 キャクスウ		101.8%		103.0%		100.8%		97.6%		91.0%		95.2%		99.8%		97.5%		93.0%		93.9%		99.6%		96.1%								99%		123%		107%
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																																		売上 ウリアゲ
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				Net Sales																																																																						Net Sales

				# of guests - Head count																																																																						# of guests - Head count

				Sales per guest  - Average soend per head																																																																						Sales per guest  - Average soend per head



				売上 ウリアゲ																																																																						売上 ウリアゲ

				客数 キャクスウ																																																																						客数 キャクスウ

				客単価 キャクタンカ																																																																						客単価 キャクタンカ



																																		CM		110.0%		110.4%		79.4%		125.7%		73.0%		93.0%



				売上 ウリアゲ																																																																						売上 ウリアゲ

				客数 キャクスウ																																																																						客数 キャクスウ

				客単価 キャクタンカ																																																																						客単価 キャクタンカ
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Sheet1

				FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018.2Q

				8,084,319		8,375,678		8,820,127		9,151,859		9,515,486		9,393,999

				8,084		8,376		8,820		9,152		9,515		9,394

												117.7%		112.2%

												1,431

				2013.04-2014.03		2014.04-2015.03		2015.04-2016.03		2016.04-2017.03		2017.04-2018.03		2018.04-2019.03

				2014年
3月期 ネン ガツキ		2015年
3月期 ネン ガツキ		2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		2019年
3月期3Q ネン ガツキ

				8,084,319		8,375,678		8,821,908		9,153,590		9,517,802		9290333.95227737

				8,084		8,376		8,822		9,154		9,518		9,290

												117.7%		114.9%

												1,433,483		1,206,015

				FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018.2Q

				2014年
3月期 ネン ガツキ		2015年
3月期 ネン ガツキ		2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		2019年
3月期3Q ネン ガツキ



2014年	
3月期	2015年	
3月期	2016年	
3月期	2017年	
3月期	2018年	
3月期	2019年	
3月期3Q	8084.3188461100035	8375.6776849462367	8821.9075525010794	9153.5900605864608	9517.8017006252685	9290.3339522773695	

IFRS16

				大きな変更点は、これまでのファイナンス・リースとオペレーティング・リースという分類がなくなり、あらゆるリースが資産計上されることだ。その結果、莫大な金額のリースが企業会計上に表面化することとなる。さらに、損益計算書上では、ほとんどのオペレーティング・リースの初期の影響が大きくなる。つまり、リースの初期費用が上がる。



				2019年の新基準適用以降、上場企業は2017年と18年の財務諸表にさかのぼって新基準適用を求められることとなる。非上場企業に関しても、同様に2018年と19年にさかのぼって適用となる。

				BS												ＰＬ

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				資産 シサン		○						○●				売上 ウリアゲ

				負債 フサイ		○						○●				販管費 ハ				●

																ＥＢＩＴＤＡ

				簿外 ボガイ				●								減価償却 ゲンカ ショウキャク		○						○●

																営業利益 エイギョウ リエキ

																財務費用 ザイム ヒヨウ		○						○●

																税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ





Sheet2

																								（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS（2019/4/1）※												ＰＬ(2019/4/1～2020/3/31)※

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								84,530				売上 ウリアゲ

				リース資産 シサン		5,658										販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン				15,443

				リース負債 フサイ		3,536						82,407				ＥＢＩＴＤＡ

																減価償却 ゲンカ ショウキャク		○						14,584

				簿外 ボガイ				●								営業利益 エイギョウ リエキ

																財務費用 ザイム ヒヨウ		○						498

																税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ



				BS（新規計上額）※ シンキ ケイジョウ ガク

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								78,872

				リース資産 シサン		○

				リース負債 フサイ		○						78,872



				簿外 ボガイ				●

				※IFRS16影響額に関しましては、将来期間の為替レートが不明、減損が未確定、社宅データが最新のものではないなど、

				数値の変動要素はありますので、その点はご留意ください。





Sheet3

																								（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS（2019/4/1）												ＰＬ(2019/4/1～2020/3/31)

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								84,530				売上 ウリアゲ

				リース資産 シサン		5,658										販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン				15,443

				リース負債 フサイ		3,536						82,407				ＥＢＩＴＤＡ

																減価償却 ゲンカ ショウキャク								14,584

				BS（新規計上額） シンキ ケイジョウ ガク												営業利益 エイギョウ リエキ

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン				財務費用 ザイム ヒヨウ								498

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース				税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ

				使用権資産 シヨウケン シサン								78,872

				リース資産 シサン

				リース負債 フサイ								78,872

				※IFRS16影響額に関しましては、将来期間の為替レートが不明、減損が未確定、社宅データが最新のものではないなど、

				数値の変動要素はありますので、その点はご留意ください。





Sheet6

																				（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS期首影響額 キシュ エイキョウガク										ＰＬ影響額(2019/4/1～2019/6/30) エイキョウガク

						旧会計基準(2019/3/31現在) キュウ カイケイ キジュン ゲンザイ		新基準により
追加的に認識(2019/4/1現在) シン キジュン ツイカテキ ニンシキ ゲンザイ		合計 ゴウケイ						旧会計基準 キュウ		IFRS16
影響額 エイキョウガク		新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース

				使用権資産 シヨウケン シサン				78,094		78,094				売上 ウリアゲ		39,212		0		39,212

				有形リース資産(期末帳簿価額) ユウケイ シサン キマツ チョウボ カガク		2,364				2,364				販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン		4,555		-3,735		819

				リース負債 フサイ		3,536		79,928		83,464				ＥＢＩＴＤＡ		3,653		3,624		7,277

				利益剰余金の減少(税効果会計等考慮後) リエキ ジョウヨキン ゲンショウ ゼイ コウカ カイケイ トウ コウリョ ゴ				880		880				減価償却 ゲンカ ショウキャク		1,126		3,624		4,751

														営業利益 エイギョウ リエキ		1,940		111		2,051

														金融費用 キンユウ ヒヨウ		345		124		469

														税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ		1,382		-13		1,369











将来イメージ



						2019年
3月 ネン ガツ		2020年
3月 ネン ガツ		2021年
3月 ネン ガツ		2022年
3月 ネン ガツ								2026年
3月 ネン ガツ				2019年
3月 ネン ガツ		2020年
3月 ネン ガツ		2021年
3月 ネン ガツ		2022年
3月 ネン ガツ				2026年
3月 ネン ガツ

				仮 カリ		145,190		166,116		192,054		218,455								350,000				145,190		166,116		192,054		218,455				350,000

								114%		116%		114%								ERROR:#DIV/0!						114%		116%		114%				ERROR:#DIV/0!

						0		39,203		52,239		67,284								150,000				0		39,203		52,239		67,284				150,000

																				500,000														500,000
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Sheet7

				現状 ゲンジョウ												修正案 シュウセイ アン

						店舗数 テンポ スウ		売上（億円） ウリアゲ オク エン		売上（億円）
/店 ウリアゲ オク エン テン		月商（万円）
/店 ゲツ ショウ マン エン テン						店舗数 テンポ スウ		売上（億円） ウリアゲ オク エン		売上（億円）
/店 ウリアゲ オク エン テン		月商（万円）
/店 ゲツ ショウ マン エン テン

				北米 ホクベイ		1,000		1,000		1.0		833				北米 ホクベイ		1,000		1,000		1.0		833

				中南米 チュウナンベイ		200		100		0.5		417				中南米 チュウナンベイ		200		150		0.8		625

				欧州(+中東） オウシュウ チュウトウ		500		50		0.1		83		⇒		欧州(+中東） オウシュウ チュウトウ		500		350		0.7		583

				アジア		2,300		1,350		0.6		489				アジア		2,000		1,250		0.6		521

				日本 ニホン		2,000		2,500		1.3		1,042				日本 ニホン		2,000		2,000		1.0		833

																　TDJ以外 イガイ		300		250		0.8		694

						6,000		5,000		0.8		694						6,000		5,000		0.8		694
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（単位：百万円）

2020年3月期業績予想

2020年3月期業績予想

前年比

売上収益 159,060 100.0% 145,022 100.0% 109.7%

事業利益 9,572 6.0% 7,270 5.0% 131.7%

調整後EBITDA 29,640 18.6% 12,402 8.6% 239.0%

営業利益 6,689 4.2% 2,302 1.6% 290.6%

税引前当期利益 5,266 3.3% 1,337 0.9% 393.9%

当期利益 2,704 1.7% 221 0.2% 1223.5%
親会社の所有者に
帰属する当期利益 2,610 1.6% 267 0.2% 977.5%

丸亀製麺セグメントPL 前年比

売上収益 97,880 100.0% 89,944 100.0% 108.8%

セグメント利益 14,408 14.7% 12,438 13.8% 115.8%

海外事業セグメントPL 前年比

売上収益 33,294 100.0% 30,242 100.0% 110.1%

セグメント利益 4,261 12.8% 3,258 10.8% 130.8%

2020年3月期 前年

2020年3月期 前年

2020年3月期 前年


2Q



				連結PL (IFRS) レンケツ

						第2四半期 ダイ シハンキ						計画 ケイカク								前年同期 マエ ネン ドウキ キ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネンヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		80,017		100.0%		111.2%		77,748		100.0%		102.9%				71,981		100.0%

				事業利益 ジギョウ リエキ		5,840		7.3%		132.9%		3,651		4.7%		160.0%				4,393		6.1%

				EBITDA		15,499		19.4%		231.2%		13,793		17.7%		112.4%				6,705		9.3%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		15,560		19.4%		226.4%		14,093		18.1%		110.4%				6,872		9.5%

				営業利益 エイギョウ リエキ		5,084		6.4%		123.3%		3,359		4.3%		151.4%				4,122		5.7%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		4,100		5.1%		99.3%		3,073		4.0%		133.4%				4,128		5.7%

				四半期利益 シハンキ リエキ		2,601		3.3%		89.0%		2,009		2.6%		129.5%				2,923		4.1%				←値張り注意 アタイ バ チュウイ

				親会社の所有者に帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウ キ リエキ		2,569		3.2%		87.1%		1,948		2.5%		131.9%				2,948		4.1%



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		108.5%		47,039		100.0%		104.6%				45,346		100.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%				←　自動リンク ジドウ







				Consolidated PL (IFRS)																												Planned（計画した・された）　

						2Q FY 2019 						2Q FY 2019 (forecast) 								Previous period												一語だけでは違和感がありますがいかがでしょうか

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 				Amount		% to Revenue

				Revenue		80,017		100.0%		111.2%		77,748		100.0%		102.9%				71,981		100.0%										上期計画　H1 2018 (forecast) 

				Contribution margin		5,840		7.3%		132.9%		3,651		5%		160.0%				4,393		6.1%

				EBITDA		15,499		19.4%		231.2%		13,793		18%		112.4%				6,705		9.3%

				Adjusted EBITDA		15,560		19.4%		226.4%		14,093		18.1%		110.4%				6,872		9.5%										売上費　% to Sales 

				Operating profit		5,084		6.4%		123.3%		3,359		4.3%		151.4%				4,122		5.7%

				Profit before tax		4,100		5.1%		99.3%		3,073		4.0%		133.4%				4,128		5.7%										計画比 % to Plan 

				Profit for the year		2,601		3.3%		89.0%		2,009		2.6%		129.5%				2,923		4.1%

				Profit for the year attributable to owners of the parents		2,569		3.2%		87.1%		1,948		2.5%		131.9%				2,948		4.1%										前年比 YoY



				Marugameseimen segment																												英語では、表記の統一が重要になります。

				Revenue		49,183		100%		108.5%		47,039		100%		104.6%				45,346		100%										Pnanned(FY2018 2Q)

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%										 (2Q 2018) と期が前に来ます。

				Overseas segment																												カッコの前後には半角スペースが必要です。

				Revenue		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%





















4Q1



				連結PL (IFRS) レンケツ

						当期 トウキ										計画 ケイカク								前期 ゼンキ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		進捗率 シンチョク リツ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネンヒ				※値張りがあるので、計算式をチェック アタイ バ ケイサン シキ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		116,504		100.0%		49,660		100.0%		114.5%		112,233		100.0%		103.8%				101,779		100.0%		114.5%

				EBITDA		11,745		10.1%		-		-		-		-		-		-				12,167		12.0%		96.5%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		12,362		10.6%		-		-		96%		14,057		12.5%		87.9%				12,934		12.7%		95.6%

				営業利益 エイギョウ リエキ		7,635		6.6%		4,490		9.0%		88.6%		8,851		7.9%		86.3%				8,619		8.5%		88.6%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		7,175		6.2%		4,380		8.8%		84.8%		8,993		8.0%		79.8%				8,466		8.3%		84.8%

				当期利益 トウキ リエキ		4,663		4.0%		2,800		5.6%		83.5%		5,968		5.3%		78.1%				5,585		5.5%		83.5%				78.1%		※値張り アタイ バ

				親会社の所有者に帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウ キ リエキ		4,665		4.0%		2,810		5.7%		82.8%		5,970		5.3%		78.1%				5,631		5.5%		82.8%				78.1%		※値張り アタイ バ



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		49,660		100.0%		57.5%		89,306		100.0%		55.1%				85,598		100.0%		57.5%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		7,832		6.7%		-		-		-		14,913		-		-				13,674		13.4%		57.3%				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		49,660		100.0%		287.0%		6,876		100.0%		243.2%				5,826		100.0%		287.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		2,352		2.0%		-		-		-		366		-		-				363		0.4%		647.9%				←　自動リンク ジドウ

										　







				Consolidated PL (IFRS)

						FY 2017										FY 2017 Plan								Previous period

						Amount		Ratio to
Revenue		Planned		Ratio to
Revenue		Ratio to
Plannede		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Planned				Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		116,504		100.0%		49,660		100.0%		114.5%		112,233		100.0%		103.8%		0		101,779		100.0%		114.5%

				EBITDA		11,745		10.1%		-		-		-		-		-		-		0		12,167		12.0%		96.5%

				Adjusted EBITDA		12,362		10.6%		-		-		96%		14,057		12.5%		87.9%		0		12,934		12.7%		95.6%

				Operating profit		7,635		6.6%		4,490		9.0%		88.6%		8,851		7.9%		86.3%		0		8,619		8.5%		88.6%

				Profit before tax		7,175		6.2%		4,380		8.8%		84.8%		8,993		8.0%		79.8%		0		8,466		8.3%		84.8%

				Profit for the year		4,663		4.0%		2,800		5.6%		83.5%		5,968		5.3%		78.1%		0		5,585		5.5%		83.5%

				Profit for the year attributable to owners of the parents		4,665		4.0%		2,810		5.7%		82.8%		5,970		5.3%		78.1%		0		5,631		5.5%		82.8%

				Marugameseimen segment

				Revenue		49,183		100.0%		49,660		100.0%		57.5%		89,306		100.0%		55.1%		0		85,598		100.0%		57.5%

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		6.7%		-		-		-		14,913		-		-		0		13,674		13.4%		57.3%

				Overseas segment

				Revenue		16,720		100.0%		49,660		100.0%		287.0%		6,876		100.0%		243.2%		0		5,826		100.0%		287.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		2,352		2.0%		-		-		-		366		-		-		0		363		0.4%		647.9%





4Q



				連結PL (IFRS) レンケツ

						当期 トウキ						計画 ケイカク								前期 マエ ドウキ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		145,022		100.0%		124.5%		144,673		100.0%		100.2%				116,504		100.0%		124.5%

				EBITDA		8,671		6.0%		73.8%		-		-		-				11,745		10.1%		73.8%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		12,402		8.6%		100.3%		-		-		-				12,362		10.6%		100.3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		2,302		1.6%		30.2%		4,710		3.3%		48.9%				7,635		6.6%		30.2%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		1,337		0.9%		18.6%		4,219		2.9%		31.7%				7,175		6.2%		18.6%

				当期利益 トウキ リエキ		221		0.2%		4.7%		3,017		2.1%		7.3%				4,663		4.0%		4.7%				←値張り注意 アタイ バ チュウイ

				親会社の所有者に帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウ キ リエキ		267		0.2%		5.7%		3,105		2.1%		8.6%				4,665		4.0%		5.7%



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		108.5%		47,039		100.0%		104.6%				45,346		100.0%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%		0.0%				←　自動リンク ジドウ







				Consolidated PL (IFRS)																														Planned（計画した・された）　

						FY 2019 						Full -year forecast								FY 2018														一語だけでは違和感がありますがいかがでしょうか

						Millions of yen		Ratio to revenue		YoY change		Millions of yen		Ratio to revenue		Ratio to budget				Millions of yen		Ratio to revenue		YoY change

				Revenue		145,022		100.0%		124.5%		144,673		100.0%		100.2%				116,504		100.0%		124.5%										上期計画　H1 2018 (forecast) 

				EBITDA		8,671		6.0%		73.8%		-		-		-				11,745		10.1%		73.8%

				Adjusted EBITDA		12,402		8.6%		100.3%		-		-		-				12,362		10.6%		100.3%										売上費　% to Sales 

				Operating profit		2,302		1.6%		30.2%		4,710		3.3%		48.9%				7,635		6.6%		30.2%

				Profit before tax		1,337		0.9%		18.6%		4,219		2.9%		31.7%				7,175		6.2%		18.6%										計画比 % to Plan 

				Profit for the year		221		0.2%		4.7%		3,017		2.1%		7.3%				4,663		4.0%		4.7%

				Profit for the year attributable to owners of the parents		267		0.2%		5.7%		3,105		2.1%		8.6%				4,665		4.0%		5.7%										前年比 YoY



				Marugameseimen segment																														英語では、表記の統一が重要になります。

				Revenue		49,183		100%		108.5%		47,039		100%		104.6%				45,346		100%		0.0%										Pnanned(FY2018 2Q)

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%		0.0%										 (2Q 2018) と期が前に来ます。

				Overseas segment																														カッコの前後には半角スペースが必要です。

				Revenue		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%		0.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%		0.0%





















丸亀PL



				※項目　丸亀製麺を更新すれば他のセグメントもリンク コウモク マ コウシン タ																																																				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期 ダイ シハンキ						計画 ケイカク										前年同期 ゼンネン ドウキ																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキ ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキ ヒ																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		108.5%		47,039		100.0%		104.6%		104.6%				45,346		100.0%		108.5%																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%		117.8%				6,595		14.5%		118.8%		1,237																												税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Marugameseimen segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		49,183		100%		108.5%		47,039		100%		104.6%		104.6%				45,346		100%		108.5%										19,324		-		254.5%

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%		117.8%				6,595		14.5%		118.8%										14,576		75.4%		53.7%























とん一PL



																																																								その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				豚屋とん一セグメントPL  ブタ ヤ イチ																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期						計画										前年同期																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		1,827		100.0%		95.5%		1,940		100.0%		94.2%		94.2%				1,914		100.0%		95.5%																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ		55		3.0%		-		29		1.5%		188.2%		-				△ 12		-		-458.3%		67																												税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Butaya tonichi segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		1,827		100.0%		95.5%		1,940		100.0%		94.2%		94.2%				1,914		100.0%		95.5%										19,324		-		9.5%

				Operating profit of Butaya tonichi segment		55		3.0%		-		29		1.5%		2		-				△ 12		-		-458.3%										14,576		75.4%		0.4%























カフェPL



																																																								その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				カフェセグメントPL 																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期						計画										前年同期																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		2,595		100.0%		149.0%		2,278		100.0%		113.9%		113.9%				1,742		100.0%		149.0%																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ		116		4.5%		-		94		4.1%		123.4%		-				69		-		168.1%		47																												税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Butaya tonichi segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		2,595		100.0%		149.0%		2,278		100.0%		113.9%		113.9%				1,742		100.0%		149.0%										19,324		-		13.4%

				Operating profit of Butaya tonichi segment		116		4.5%		-		94		4.1%		1		-				69		-		168.1%										14,576		75.4%		0.8%























海外ＰＬ

				海外事業セグメントＰＬ カイガイ ジギョウ

						第2四半期						計画										前年同期

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%		102.0%				14,906		100.0%		112.2%

				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%		124.5%				1,695		11.4%		138.8%		657







				Overseas segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%		102.0%				14,906		100.0%		112.2%

				Operating profit of Overseas segment		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%		124.5%				1,695		11.4%		138.8%

















店舗数



								2019年
3月末 ネン ガツ マツ		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								出店		退店		2019年
9月末 ネン ガツ マツ

										1Q		2Q		3Q		4Q

				国内 コクナイ				1,103		7		0		-2		-4		36		16		1,123

						内、丸亀製麺 ウチ		817		7				-2		-4		11		4		824

				海外 カイガイ				575		-1				1		1		61		34		602

				合 計 ゴウ ケイ				1,678		6		0		-1		-3		97		50		1,725





								2019
Mar		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								Open		Close		2019
June

										1Q		2Q		3Q		4Q

				Domestic				1,103		7		0		(2)		(4)		36		16		1,123

						Marugame Seimen		817		7		0		(2)		(4)		11		4		824

				Overseas				575		(1)		0		1		1		61		34		602

				Total				1,678		6		0		(1)		(3)		97		50		1,725



















国内店舗数

				国内 コクナイ

				運営業態 ウンエイ ギョウタイ						2019年
3月末 ネン ガツ マツ		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								累計 ルイケイ				2019年
9月末 ネン ガツ マツ

												1Q		2Q		3Q		4Q		出店 シュッテン		退店 タイ テン

				丸亀製麺（うどん） マルガメ セイメン						817		5		1		2		-3		11		4		824

						RS				637		7				-2		-4		4		3		638

						SC				180		-2		1		4		1		7		1		186

				とりどーる（焼き鳥） ヤ トリ						15		-1		-1						0		2		13

				豚屋とん一等（豚カツ・トンテキ） ブタ ヤ イチ トウ トン						53										1		0		54

				丸醤屋（ラーメン） マル ジャン ヤ						11								-1		0		1		10

				長田本庄軒（焼きそば） ナ ヤ						10										2		0		12

				コナズ珈琲等（カフェ） コーヒー トウ						29										4		0		33

				天ぷらまきの（天ぷら定食） テン テン テイショク						11										5		0		16

				晩杯屋（立ち飲み） ※1 バン ハイ ヤ タ ノ						49										0		4		45

				ずんどう屋（ラーメン） ヤ						45										3		0		48

				その他 タ						63		-1				1		1		10		5		68				出店 シュッテン		ヤマキ 7、鳥八代 １、いぶき １、福はうち １ トリ ハチダイ フク

				合 計 ゴウ ケイ						1,103		3		0		3		-3		36		16		1,123				退店 タイテン		Collective 2、麺屋どおり １、ヤマキ ２、 メン ヤ









				Domestic

				Brands						Mar
2019		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								During period				Sep
2019								Roadside locations "roadside"は一語です。

												1Q		2Q		3Q		4Q		Open		Close

				Marugame Seimen (Udon)						817		5		1		2		-3		11		4		824								Mall locations/Shopping center locaitons

						Roadside locations				637		7		0		-2		-4		4		3		638

						Shopping center locaitons				180		-2		1		4		1		7		1		186								ショッピングセンターは固有名詞ではないので

				Toridoll (Yakitori)						15		-1		-1		0		0		0		2		13								最初だけ大文字です。

				Butaya Tonichi （Tonkatsu,tonteki）						53		0		0		0		0		1		0		54								とんいちの表記の揺らぎを統一する必要があります

				Marushoya (Ramen)						11		0		0		0		-1		0		1		10

				Nagatahonjoken (Yakisoba)						10		0		0		0		0		2		0		12

				Kona's CoffeeRoasted（Cafe）						29		0		0		0		0		4		0		33

				Makino（Tenpura）						11		0		0		0		0		5		0		16

				Banpaiya (Standing Bar)						49		0		0		0		0		0		4		45

				Zundoya (Ramen)						45		0		0		0		0		3		0		48

				Others						63		-1		0		1		1		10		5		68

				Total						1,103		3		0		3		-3		36		16		1,123























海外店舗数

						海外 カイガイ

						業態 ギョウタイ		運営形態 ウンエイ ケイタイ		持分
比率 モチブン ヒリツ		エリア		直営 チョクエイ								FC								総合計 ソウ ゴウケイ

														2019年 ネン		通期累計 ツウキ ルイ ケイ				2019年 ネン		2019年 ネン		通期累計 ツウキ ルイ ケイ				2019年 ネン

														3月末 ガツ マツ		出店 シュッテン		退店 シリゾ ミセ		9月末 ガツ マツ		3月末 ガツ マツ		出店 シュッテン		退店 シリゾ ミセ		9月末 ガツ マツ

						丸亀製麺 マルガメ セイメン		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		6		2		0		8		0		0		0		0		8

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		韓国 カンコク		6		0		-1		5		4		0		0		4		9

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		90%		台湾 タイワン		30		1		0		31		0		0		0		0		31

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		65%		カンボジア		2		0		-1		1		0		2		0		2		3

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		タイ		19		0		0		19		0		0		0		0		19

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		37%		中国 チュウゴク		76		9		-10		75		5		0		0		5		80		(丸亀製麺等） マルガメ セイメン トウ

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		33%		シンガポール		3		0		0		3		0		0		0		0		3

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		インドネシア		0		0		0		0		51		7		-1		57		57

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		ベトナム		0		0		0		0		10		0		0		10		10

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		オーストラリア		0		0		0		0		2		2		0		4		4

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		フィリピン		0		0		0		0		4		3		0		7		7

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		ロシア		0		0		0		0		6		1		0		7		7		⇒　次回より「ロイヤリティ収入」に変更 ジカイ シュウニュウ ヘンコウ

						譚仔雲南米線		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		中国(香港） チュウゴク ホンコン		53		2		0		55		0		0		0		0		55

						譚仔三哥米線		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		中国(香港） チュウゴク		54		4		0		58		0		0		0		0		58

						MONSTER CURRY		連結子会社 レンケツ コガイシャ		70%		シンガポール		13		0		0		13		0		0		0		0		13

						Wok to Walk		連結子会社 レンケツ コガイシャ		60%		欧州等 オウシュウ トウ		2		0		-2		0		101		11		-6		106		106		←将来的にはエリア別記載とChill Chillの分離を検討 ショウライテキ ベツ キサイ ブンリ ケントウ

						Boat Noodle等 トウ		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		49%		マレーシア等 トウ		65		3		-10		58		6		3		0		9		67		←ＦＣ：インドネシア、ブルネイ、シンガポール

						Boat Noodle		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		ミャンマー		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Shoryu（昇龍） ショウリュウ		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		39%		イギリス		11		0		0		11		0		0		0		0		11

						Poke		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		アメリカ等 トウ		32		0		-1		31		7		11		0		18		49

						とん一 イチ		連結子会社 レンケツ コガイシャ		90%		台湾 タイワン		4		0		-2		2		0		0		0		0		2

						Tokyo Table		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		1		0		0		1		0		0		0		0		1		←Saly Papa含む フク

						Crackin' Kitchen等 トウ		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						合　計 ア ケイ								379		21		-27		373		196		40		-7		229		602



						Overseas

						Brands		Units		Shareholding ratio		Area		 Own stores								FC								Total										3Q FY2017

														2019		FY2019				2019		2019		FY2019				2019												Open　Openings

														Mar		Openings		Closures		Sep		Mar		Openings		Closures		Sep												Close　Closures

						Marugame Seimen		Subsidiaries		100%		USA		6		2		0		8		0		0		0		0		8										Direct operation → Own stores

								Subsidiaries		100%		Korea		6		0		-1		5		4		0		0		4		9										Investment ratio → Shareholding ratio

								Subsidiaries		90%		Taiwan		30		1		0		31		0		0		0		0		31										Operation form → Units

								Subsidiaries		65%		Cambodia		2		0		-1		1		0		2		0		2		3										JVs → Joint ventures

								JVs		40%		Thailand		19		0		0		19		0		0		0		0		19

								JVs		37%		China		76		9		-10		75		5		0		0		5		80		(丸亀製麺等） マルガメ セイメン トウ								Zundouya は海外では　Zund　でしょうか

								JVs		33%		Singapore		3		0		0		3		0		0		0		0		3										また雲南ヌードルの社名も英語にしてください

								FCs		-		Indonesia		0		0		0		0		51		7		-1		57		57										Tam Jai Yunnan Mixian  

								FCs		-		Vietnam		0		0		0		0		10		0		0		10		10										Tam Jai Sam Gor Mixian

								FCs		-		Australia		0		0		0		0		2		2		0		4		4

								FCs		-		Philippines		0		0		0		0		4		3		0		7		7

								FCs		-		Russia		0		0		0		0		6		1		0		7		7										FCS → Franchise stores

						Tam Jai Yunnan Mixian  		Subsidiaries		100%		China		53		2		0		55		0		0		0		0		55

						Tam Jai Sam Gor Mixian		Subsidiaries		100%		China		54		4		0		58		0		0		0		0		58

						MONSTER CURRY		Subsidiaries		70%		Singapore		13		0		0		13		0		0		0		0		13

						Wok to Walk		Subsidiaries		60%		Europe, etc		2		0		-2		0		101		11		-6		106		106

						Boat Noodle, etc		JVs		49%		Malaysia, etc		65		3		-10		58		6		3		0		9		67		←将来的にはエリア別記載とChill Chillの分離を検討 ショウライテキ ベツ キサイ ブンリ ケントウ

						Boat Noodle		JVs		40%		Myanmar		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Shoryu		JVs		39%		UK		11		0		0		11		0		0		0		0		11

						Poke		JVs				USA, etc		32		0		-1		31		7		11		0		18		49

						Ton-ichi		Subsidiaries		90%		Taiwan		4		0		-2		2		0		0		0		0		2

						Tokyo Table		Subsidiaries		100%		USA		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Crackin' Kitchen		Subsidiaries		100%		USA		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Total								379		21		-27		373		196		40		-7		229		602







販管費

						↓　値張り アタイ バ																				Dec
2016		Increase of COGS ratio		Increase of labor cost ratio		Decrease of utitily cost ratio		Increase of Advertising cost ratio		Decrease of other cost ratio		Dec
2017						Outsourced expenses cost ratio

				IFRS																				A		0.0%		6.1%		5.2%		5.2%		5.37%		5.373%		0.0%						4.68%

						当期 トウ キ		前期 ゼン キ		当期 トウ キ		前期 ゼン キ												B		6.6%		0.5%		1.0%		0.3%		0.1%		0.1%		5.5%						0.7%

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		84,611,870,484		76,410,732,534		100.0%		100.0%								6.63%								7.1%		6.2%		5.5%		5.60%		5.47%								6.29%

				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		22,114,638,095		19,597,952,094		26.1%		25.6%		0.49%		0.5%				0.49%																		-0.003%

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		62,497,232,389		56,812,780,440		73.9%		74.4%		-0.49%		-0.5%				0.95%						12.63%												11.38%

				人件費 ジンケンヒ		25,998,829,075		22,750,669,742		30.7%		29.8%		0.95%		1.0%				-0.30%

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		5,600,694,221		5,285,510,882		6.6%		6.9%		-0.30%		-0.3%				0.11%

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		3,008,620,794		2,630,257,849		3.6%		3.4%		0.11%		0.2%				0.30%

				外部委託費 ガイブ イタク ヒ		1,204,491,635		556,939,561		1.4%		0.7%		0.69%		0.9%

				減価償却 ゲンカ ショウキャク		2,822,536,290		2,630,600,253		3.3%		3.4%		-0.11%		0.1%

				非経常的費用項目 ヒ ケイジョウ テキ ヒヨウ コウモク						0.0%		0.0%		0.00%		0.0%

				その他経費 タ ケイヒ		20,280,276,639		18,621,209,302		24.0%		24.4%		-0.40%		-0.4%

				販管費合計 ハンカンヒ ゴウケイ		56,092,912,364		49,844,587,336		66.3%		65.2%		1.06%		1.1%

				減損損失 ゲンソン ソンシツ		197,019,359		174,192,361		0.2%		0.2%		0.00%		0.0%

				その他の営業収益		209,974,802		373,096,998		0.2%		0.5%		-0.24%		-0.2%

				その他の営業費用		290,358,876		182,532,680		0.3%		0.2%		0.10%		0.1%

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,126,916,592		6,984,565,061		7.2%		9.1%		-1.90%		-1.9%

				金融収益		214,537,303		158,888,535		0.3%		0.2%		0.05%		0.0%

				金融費用		204,615,613		209,755,449		0.2%		0.3%		-0.03%		-0.0%

				持分法による投資損益		(45,923,735)		32,780,539		-0.1%		0.0%		-0.10%		-0.1%

				税引前利益-IFRS		6,090,914,547		6,966,478,686		7.2%		9.1%		-1.92%		-1.9%



				EBITDA		9,029,836,956		9,424,600,996		10.7%		12.3%		-1.66%		-1.7%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		9,625,721,108		9,650,528,423		11.4%		12.6%		-1.25%		0.1%





				※アウトラインの資料は＋－がややこしいので、アウトラインと違う資料をもらうこと！ シリョウ チガ シリョウ



						当期 トウ キ				前期 ゼン キ

				売上収益-IFRS		84,611,870,484				76,410,732,534

				売上原価-IFRS		22,114,638,095		26.1%		19,597,952,094		25.6%		0.5%

				売上総利益-IFRS		62,497,232,389		73.9%		56,812,780,440		74.4%		-0.5%

				役員報酬		108,250,002		0.1%		96,300,000		0.1%		0.0%

				従業員給与手当		4,251,910,385		5.0%		3,264,218,911		4.3%		0.8%

				従業員賞与		294,363,696		0.3%		347,556,450		0.5%		-0.1%

				従業員賞与引当金繰入額		263,711,252		0.3%		178,669,616		0.2%		0.1%

				アルバイト料		18,107,580,347		21.4%		16,321,483,339		21.4%		0.0%

				法定福利費		1,892,859,523		2.2%		1,521,885,102		2.0%		0.2%

				厚生費		273,222,179		0.3%		236,219,611		0.3%		0.0%

				退職給付費用		149,941,697		0.2%		133,743,809		0.2%		0.0%

				研修費		91,559,816		0.1%		53,362,661		0.1%		0.0%

				株式報酬費用		54,682,240		0.1%		61,835,720		0.1%		-0.0%

						25,998,829,075		30.7%		22,750,669,742		29.8%		1.0%

				減価償却費(販管)		2,822,536,290		3.3%		2,630,600,253		3.4%		-0.11%

				地代家賃		8,669,876,965		10.2%		7,984,604,610		10.4%		-0.20%

				電気料金		3,114,409,866		3.7%		2,811,307,132		3.7%		0.00%

				ガス料金		604,463,439		0.7%		521,485,071		0.7%		0.03%

				水道料金		1,861,837,616		2.2%		1,932,147,803		2.5%		-0.3%

						5,600,694,221		6.6%		5,285,510,882		6.9%		-0.3%

				備品消耗品費		1,536,121,739		1.8%		1,423,941,890		1.9%		-0.0%

				厨房備品食器費		616,137,407		0.7%		622,442,100		0.8%		-0.1%

				炭代		19,983,300		0.0%		20,570,876		0.0%		-0.0%

				被服費		310,825,129		0.4%		273,273,775		0.4%		0.0%

				開店時経費		250,779,337		0.3%		163,398,764		0.2%		0.1%

				定期メンテナンス費		476,580,650		0.6%		390,988,628		0.5%		0.1%

				保守点検料		2,054,919		0.0%		354,650		0.0%		0.0%

				警備料		595,671,384		0.7%		551,618,341		0.7%		-0.0%

				求人広告費		510,747,938		0.6%		535,394,523		0.7%		-0.1%

				支払手数料		657,366,431		0.8%		473,775,940		0.6%		0.2%

				荷造費		1,896		0.0%				0.0%		0.0%

				運搬費		964,386		0.0%				0.0%		0.0%

				リース・賃借料		26,867,764		0.0%		13,271,124		0.0%		0.0%

				外部委託費		1,204,491,635		1.4%		556,939,561		0.7%		0.7%												Dec
2016		Increase of COGS ratio		Increase of labor cost ratio		Decrease of utitily cost ratio		Increase of Advertising cost ratio		Decrease of other cost ratio		Dec
2017

				寄付金		15,017,016		0.0%		6,152,671		0.0%		0.0%												0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.00%		0.000%		0.0%

				衛生管理費		692,339,799		0.8%		609,215,331		0.8%		0.0%

				塵芥料		530,476,058		0.6%		504,529,603		0.7%		-0.0%												H29.3期
3Q キ		売上
原価率
の増加 ウリアゲ ゲンカ リツ ゾウカ		人件費率
の増加 ジンケンヒ リツ ゾウカ		水道
光熱費率
の減少 スイドウ コウネツヒ リツ ゲンショウ		広告宣伝費率
の増加 コウコク センデンヒ リツ ゾウカ		その他
経費率
の増加 タ ケイヒ リツ ゾウカ		H30.3期
3Q キ						外部委託費
の増加 ガイブ イタク ヒ ゾウカ

				お客様対応費		14,658,964		0.0%		13,904,231		0.0%		-0.0%

				商品開発費		48,854,784		0.1%		28,088,380		0.0%		0.0%

				業態開発費		7,795,434		0.0%		9,889,498		0.0%		-0.0%

				広告宣伝費		3,008,620,794		3.6%		2,630,257,849		3.4%		0.1%

				福利厚生費(販管)		1,296,795		0.0%				0.0%		0.0%

				接待交際費		85,773,510		0.1%		94,771,534		0.1%		-0.0%

				会議費		20,621,775		0.0%		13,479,002		0.0%		0.0%																悪化 アッカ		改善 カイゼン

				旅費交通費		641,341,918		0.8%		514,056,094		0.7%		0.1%														12.6%						12.6%

				通信費		406,286,357		0.5%		402,376,664		0.5%		-0.0%												原価 ゲンカ				0.5%				12.1%

				事業税等		4,283,742		0.0%				0.0%		0.0%												人件費 ジンケンヒ				1.0%				11.2%

				租税公課		383,083,463		0.5%		721,992,640		0.9%		-0.5%												水道光熱費 スイドウ コウネツヒ						0.3%		11.5%

				修繕費		1,010,202,596		1.2%		817,273,886		1.1%		0.1%												広告宣伝費 コウコク センデンヒ				0.1%				11.3%

				保険料		141,634,593		0.2%		117,153,401		0.2%		0.0%												外部委託費 ガイブ イタク ヒ				0.7%				10.6%

				貸倒引当金繰入額(販管)				0.0%		0		0.0%		0.0%																				10.6%

				のれん償却額				0.0%		0		0.0%		0.0%

				雑費		315,321,537		0.4%		240,056,292		0.3%		0.1%														11.4%						0.8%

				為替換算誤差		(4,495,999)		-0.0%		0		0.0%		-0.0%

				販売費及び一般管理費-IFRS		56,092,912,364		66.3%		49,844,587,336		65.2%		1.1%

				減損損失(特別)		197,019,359		0.2%		174,192,361		0.2%		0.0%

				減損損失-IFRS		197,019,359		0.2%		174,192,361		0.2%		0.0%

				受取協賛金		28,347,221		0.0%		7,182,014		0.0%		0.0%

				受取給付金				0.0%		18,631,066		0.0%		-0.0%

				受取保険金		8,389,093		0.0%		20,827,797		0.0%		-0.0%

				受取地代家賃		39,790,668		0.0%		29,405,074		0.0%		0.0%

				店舗閉鎖損失引当金戻入益		3,024,900		0.0%		42,842,250		0.1%		-0.1%

				その他の営業外収益		129,591,887		0.2%		103,524,768		0.1%		0.0%

				その他特別利益		831,033		0.0%		150,684,029		0.2%		-0.2%

				負ののれん償却額				0.0%		0		0.0%		0.0%

				その他の営業収益-IFRS		209,974,802		0.2%		373,096,998		0.5%		-0.2%

				固定資産除却損（営業外）		189,939,267		0.2%		63,302,783		0.1%		0.1%

				固定資産売却損(特別)		1,891,623		0.0%		5,436,180		0.0%		-0.0%

				固定資産除却損(特別)		15,054,213		0.0%		1,613,675		0.0%		0.0%

				その他の営業外費用		81,259,435		0.1%		30,858,047		0.0%		0.1%

				その他特別損失		2,214,338		0.0%		81,321,995		0.1%		-0.1%

				その他の営業費用-IFRS		290,358,876		0.3%		182,532,680		0.2%		0.1%

				営業利益-IFRS		6,126,916,592		7.2%		6,984,565,061		9.1%		-1.9%

				受取利息		111,269,374		0.1%		132,166,662		0.2%		-0.0%

				受取配当金		0		0.0%		1,082,988		0.0%		-0.0%

				為替差益		102,406,861		0.1%		25,243,762		0.0%		0.1%

				貸倒引当金戻入額		861,068		0.0%		395,123		0.0%		0.0%

				金融収益-IFRS		214,537,303		0.3%		158,888,535		0.2%		0.0%

				支払手数料（営業外）		176,301		0.0%				0.0%		0.0%

				支払利息及び割引料		204,439,312		0.2%		209,738,516		0.3%		-0.0%

				投資有証評価損(特別)				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替差損		0		0.0%		0		0.0%		0.0%

				貸倒引当金繰入額(営業外)				0.0%		16,933		0.0%		-0.0%

				金融費用-IFRS		204,615,613		0.2%		209,755,449		0.3%		-0.0%

				金融収益・費用純額-IFRS		9,921,690		0.0%		(50,866,914)		-0.1%		0.1%

				持分法による投資利益		0		0.0%		32,780,539		0.0%		-0.0%

				持分法による投資損失		45,923,735		0.1%		0		0.0%		0.1%

				持分法による投資損益-IFRS		(45,923,735)		-0.1%		32,780,539		0.0%		-0.1%

				税引前利益-IFRS		6,090,914,547		7.2%		6,966,478,686		9.1%		-1.9%

				法人税、住民税及び事業税		2,268,587,516		2.7%		2,404,932,387		3.1%		-0.5%

				法人税等調整額		(168,234,397)		-0.2%		(125,953,201)		-0.2%		-0.0%

				法人所得税費用-IFRS		2,100,353,119		2.5%		2,278,979,186		3.0%		-0.5%

				当期利益-IFRS		3,990,561,428		4.7%		4,687,499,500		6.1%		-1.4%

				少数株主損益		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				少数株主損益(控除)		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				当期利益(計)		3,976,600,697		4.7%		4,703,918,074		6.2%		-1.5%

				少数株主損益(加算)		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				少数株主損益調整前当期純利益2		3,990,561,428		4.7%		4,687,499,500		6.1%		-1.4%

				為替換算調整勘定-期首調整				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定-増減		(24,512,511)		-0.0%		(673,794,264)		-0.9%		0.9%

				為替換算調整勘定-組替調整額				0.0%		(8,967,051)		-0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定-換算調整		190,918,936		0.2%		(222,390,934)		-0.3%		0.5%

				為替換算調整勘定-税効果				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定		166,406,425		0.2%		(905,152,249)		-1.2%		1.4%

				在外営業活動体の換算差額-IFRS		166,406,425		0.2%		(905,152,249)		-1.2%		1.4%

				為替換算調整勘定-持分損益		60,941,835		0.1%		(655,780,616)		-0.9%		0.9%

				持分法適用会社に対する持分相当額		60,941,835		0.1%		(655,780,616)		-0.9%		0.9%

				その他の包括利益合計-IFRS		227,348,260		0.3%		(1,560,932,865)		-2.0%		2.3%

				包括利益-IFRS		4,217,909,688		5.0%		3,126,566,635		4.1%		0.9%

				親会社株主に係る包括利益		4,138,526,729		4.9%		3,251,408,331		4.3%		0.6%

				為替換算調整勘定-少持損益		65,422,228		0.1%		(108,423,122)		-0.1%		0.2%

				少数株主に係る包括利益		79,382,959		0.1%		(124,841,696)		-0.2%		0.3%

				資本剰余金期首残高		4,007,005,257		4.7%		3,946,667,082		5.2%		-0.4%

				資本剰余金期首残高計		4,007,005,257		4.7%		3,946,667,082		5.2%		-0.4%

				新株式発行高		0		0.0%				0.0%		0.0%

				ストックオプション行使		46,021,543		0.1%		61,421,483		0.1%		-0.0%

				子会社増加増加高(CS)		0		0.0%		580,547,721		0.8%		-0.8%

				持分増加増加高(CS)				0.0%		(580,547,721)		-0.8%		0.8%

				資本剰余増加(その他)				0.0%		(7,179,474)		-0.0%		0.0%

				資本剰余金増加額計		46,021,543		0.1%		54,242,009		0.1%		-0.0%

				資本剰余金期末残高計		4,053,026,800		4.8%		4,000,909,091		5.2%		-0.4%

				利益剰余金期首残高		25,668,638,036		30.3%		21,218,844,514		27.8%		2.6%

				利益剰余金期首調整額		144,544,938		0.2%		0		0.0%		0.2%

				利益剰余金期首残高計		25,813,182,974		30.5%		21218844514		27.8%		2.7%

				当期利益計		3,976,600,697		4.7%		4,703,918,074		6.2%		-1.5%

				子会社増加増加高(SS)		0		0.0%		-8607819577		-11.3%		11.3%

				子会社減少増加高(SS)		310		0.0%				0.0%		0.0%

				持分増加増加高(SS)				0.0%		8607819577		11.3%		-11.3%

				利益剰余金増加額計		3,976,601,007		4.7%		4703918074		6.2%		-1.5%

				支払配当金(前期分)		0		0.0%		1		0.0%		-0.0%

				支払配当金(期末)		1,127,884,966		1.3%		1039355784		1.4%		-0.0%

				子会社増加減少高(SS)		0		0.0%				0.0%		0.0%

				子会社減少減少高(SS)		3,106,557		0.0%		0		0.0%		0.0%

				持分減少減少高(SS)		0		0.0%		0		0.0%		0.0%

				利益剰余金減少額計		1,130,991,523		1.3%		1039355785		1.4%		-0.0%

				利益剰余金期末残高計		28,658,792,458		33.9%		24883406803		32.6%		1.3%



























































































































































A	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	0	6.1414073879174302E-2	5.1884232756536808E-2	5.18	84232756536808E-2	5.3728542335630798E-2	5.3728542335630798E-2	0	B	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	6.6298074929537765E-2	4.8840010503634623E-3	9.5298411226374946E-3	2.9795907585764281E-3	1.1352811794824377E-3	1E-3	5.4763246846318239E-2	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	1	





丸亀製麺　販管費

				2017.06		原価率 ゲンカ リツ		人件費率 ジンケンヒ		水道光熱費率 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費率 コウコク センデンヒ		その他経費率 タ ケイヒ		2018.06

				丸亀製麺 マ

				June
2017		COGS ratio		labor cost ratio		utitily cost ratio		Advertising cost ratio		other cost ratio		June
2018

						15.80%		15.10%		15.00%		15.00%		15.20%

				16.10%		0.30%		0.70%		0.10%		0.70%		0.50%		15.20%



				June
2017		COGS ratio		labor cost ratio		utitily cost ratio		Advertising cost ratio		other cost ratio		June
2018

						2.800%		2.100%		2.000%		2.000%		2.200%

				3.100%		0.30%		0.70%		0.10%		0.70%		0.50%		2.200%





				連結 レンケツ

				H29.03		原価 ゲンカ		人件費 ジンケンヒ		水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費 コウコク センデンヒ		その他経費 タ ケイヒ		H30.03

						24.80%		24.80%		25.50%

				26.50%		1.70%		0.70%		0.40%		0.00%		0.30%		24.20%



				H29.03		原価 ゲンカ		人件費 ジンケンヒ		水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費 コウコク センデンヒ		その他経費 タ ケイヒ		H30.03

						-0.200%		-0.200%		0.500%

				1.500%		1.70%		0.70%		0.40%						-0.800%

				Mar
2017		COGS ratio		labor cost ratio		utitily cost ratio		Advertising cost ratio		other cost ratio		Mar
2018						Outsourced expenses cost ratio

				0		150		250		100

				150		100		50		200		100



0	150	250	100	150	100	50	200	100	June	
2017	COGS ratio	labor cost ratio	utitily cost ratio	Advertising cost ratio	other cost ratio	June	
2018	2.7999999999999997E-2	2.0999999999999991E-2	1.999999999999999E-2	1.999999999999999E-2	2.1999999999999992E-2	June	
2017	COGS ratio	labor cost ratio	utitily cost ratio	Advertising cost ratio	other cost ratio	June	
2018	3.1E-2	3.0000000000000001E-3	7.0000000000000001E-3	1E-3	7.0000000000000001E-3	5.0000000000000001E-3	2.1999999999999992E-2	

海外概況

				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				アジア		台湾		出店拡大中		商品・マーケティング施策の強化により、直近では既存店前年比で前年を上回る月もある。経営体制を再整備し、更なる事業拡大に必要な体制を構築中。豚カツ業態も4店舗運営。 ショウヒン シサク キョウカ チョッキン キゾン テン ゼンネン ゼンネン ウワマワ ツキ ケイエイ タイセイ サイセイビ サラ ジギョウ カクダイ ヒツヨウ タイセイ コウチク ナカ		3,200百万 / 390百万  ヒャク マン ヒャクマン

						韓国		収益改善中		2018年に大幅な不採算店舗を閉店したことにより収益基盤が強化。今後は既存店の収益性の強化を図り、全社黒字を目指す。 ネン オオハバ フサイサン テンポ ヘイテン シュウエキ キバン キョウカ コンゴ キゾン テン シュウエキセイ キョウカ ハカ ゼンシャ クロジ メザ		550百万 / 5百万  ヒャク マン ヒャクマン						韓国				2018年に大幅な不採算店舗を閉店したことにより収益基盤が強化。2019年は既存店の収益性の強化を行い、全社黒字を目指す。 ネン オオハバ フサイサン テンポ ヘイテン シュウエキ キバン キョウカ ネン キゾン テン シュウエキセイ キョウカ オコナ ゼンシャ クロジ メザ

						中国		出店拡大中		北京、上海、香港などの大都市での展開に力点をおいて展開中。試験的に地方都市にも出店していたが、日本食に対して市場が未成熟であったこともあり苦戦。不採算店舗は閉鎖し、今後は十分な市場のある大都市にフォーカスする。 ペキン シャンハイ ホンコン ダイトシ テンカイ リキテン テンカイチュウ シケンテキ チホウ トシ シュッテン ニホンショク タイ シジョウ ミセイジュク クセン フサイサン テンポ ヘイサ コンゴ ジュウブン シジョウ ダイトシ								中国				北京、上海、香港などの大都市での展開に力点をおいて展開中。試験的に地方都市にも出店をしていたが、日本食に対して市場が未成熟であったこともあり、不採算店舗は閉鎖し、今後は十分な市場のある大都市にフォーカスする。 ペキン シャンハイ ホンコン ダイトシ テンカイ リキテン テンカイチュウ シケンテキ チホウ トシ シュッテン ニホンショク タイ シジョウ ミセイジュク フサイサン テンポ ヘイサ コンゴ ジュウブン シジョウ ダイトシ

						香港（雲南） ホンコン ウンナン				現在「譚仔雲南米線」「譚仔三哥米線」を計105店舗(12月末現在)を展開。香港で雲南ヌードル業態のシェアは7割と圧倒的なブランド力を誇る。
2社を統合管理するCEO、CFOをはじめ、マネジメント層を採用し 　グループ会社としてのガバナンス強化および更なる成長を実現する 　ための経営強化を図っている 。
現在はトリドールHDと協力しながらさらなるブランド強化のための施策やノウハウの伝承を実施中。将来的には、香港国内において150～160店舗体制を目指す。 ガツマツ リョク シサク デンショウ ジッシ チュウ タイセイ		3390百万 / 560百万  ヒャク マン ヒャクマン										2社を統合管理するCEO、CFOをはじめ、マネジメント層を採用し 　グループ会社としてのガバナンス強化および更なる成長を実現する 　ための経営強化を図っている 

				東南アジア トウナン		タイ 		収益改善中		店舗段階のEBITDAが平均で15%前後、25％前後の店舗が多数あり比較的堅調に推移している。不採算店舗の整理や本部費の合理化を図り、収益強化を図っている。								タイ 				店舗段階のEBITDAが平均で15%前後、25％前後の店舗が多数あり比較的堅調に推移している。不採算店舗の整理や本部費の合理化を図り、収益強化を図っている。 テンポ ダンカイ ヘイキン ゼンゴ ゼンゴ テンポ タスウ ヒカクテキ ケンチョウ スイイ フサイサン テンポ セイリ ホンブ ヒ ゴウリカ ハカ シュウエキ キョウカ ハカ

						インドネシア		出店拡大中		ジャカルタにおける主要モールを中心に丸亀製麺を展開すると共に、更なる拡大を狙い地方都市での拡大を図っている。顧客層の拡大も視野に入れたエクスプレス店の導入も検討中で、2025年までに100店舗展開を目指す。 コキャクソウ カクダイ シヤ イ テン ドウニュウ ケントウチュウ ネン テンポ テンカイ メザ				 				インドネシア				ジャカルタにおける主要モールを中心に丸亀製麺を展開すると共に、更なる拡大を狙い地方都市での拡大を図っている。顧客層の拡大も視野に入れたエクスプレス店の導入も検討中で、2025年までに100店舗展開を目指す。 コキャクソウ カクダイ シヤ イ テン ドウニュウ ケントウチュウ ネン テンポ テンカイ メザ

						ベトナム		収益改善中		ホーチミンの既存店の収益性向上に向け注力。実験店舗にて様々な施策を実施し、横展開を進める。加えて、ハノイ、ハイフォンなどの北部地域でサブフランチャイズでの出店を予定。 キゾン テン シュウエキセイ コウジョウ ム チュウ チカラ ジッケン テンポ サマザマ シサク ジッシ ヨコ テンカイ スス クワ ホクブ チイキ シュッテン ヨテイ								ベトナム				2019年はホーチミンの既存店の収益性の改善に力を入れる。実験店舗を導入し、様々な施策を実施、横展開を進めていく。加えて、ハノイ、ハイフォンといった北部地域でサブフランチャイズにて2-3店舗の出店を予定。 ネン キゾン テン シュウエキセイ カイゼン チカラ イ ジッケン テンポ ドウニュウ サマザマ シサク ジッシ ヨコ テンカイ スス クワ ホクブ チイキ テンポ シュッテン ヨテイ



				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				東南アジア トウナン		カンボジア		収益改善中		既存レギュラー店の収益が向上し、前年比で約110％の伸びを示している。直営店に加え、フランチャイズ加盟店の出店立地も確定しており、プノンペンにおける更なる展開が予定されている。郊外向けの新業態（丸亀製麺）も展開しており、より広範囲に展開できるよう模索中。		80百万 / △21百万  ヒャク マン ヒャクマン						カンボジア				既存レギュラー店の収益が向上し、前年比で約110％の伸びを示している。直営店に加え、フランチャイズ加盟店の出店立地も確定しており、プノンペンにおける更なる展開が予定されている。郊外向けの新業態（丸亀製麺）も展開しており、より広範囲に展開できるよう模索中。 キゾン テン シュウエキ コウジョウ ゼンネンヒ ヤク ノ シメ チョクエイ テン クワ カメイ テン シュッテン リッチ カクテイ サラ テンカイ ヨテイ コウガイ ム シンギョウタイ マルガメ セイメン テンカイ コウハンイ テンカイ モサクチュウ

						マレーシア
（ Boat Noodle 、他） ホカ		出店拡大中		主力業態であるBoatNoodleに力点を置いて展開中。マレーシア国内でBoatNoodleのみで50店舗（過去2年間で約40店舗の開店）を展開しており、現地で認知度の高いブランドとして成長している。
店舗段階のみならず、全社でもEBITDA20%を超える好業績で、今後の更なる発展が期待される。国外の展開も進み、ブルネイ、ミャンマー、インドネシア、シンガポールに出店済み。更なる進出に向けて取り組み中。								マレーシア
（ Boat Noodle 、他） ホカ				主力業態であるBoatNoodleに力点を置いて展開中。マレーシア国内でBoatNoodleのみで50店舗（過去2年間で約40店舗の開店）を展開しており、現地で認知度の高いブランドとして成長している。
店舗段階のみならず、全社でもEBITDA20%を超える好業績で、今後の更なる発展が期待される。国外の展開も進み、ブルネイ、ミャンマー、インドネシア、シンガポールに出店済み、更なる進出に向けて取り組み中。 シュリョク ギョウタイ リキテン オ テンカイチュウ コクナイ テンポ カコ ネンカン ヤク テンポ カイテン テンカイ ゲンチ ニンチド タカ セイチョウ テンポ ダンカイ ゼンシャ コ コウギョウセキ コンゴ サラ ハッテン キタイ コクガイ テンカイ スス シュッテン ズ サラ シンシュツ ム ト ク チュウ

						フィリピン				フランチャイズとして丸亀製麺１号店を2017年8月、2号店を2018年2月、3号店を同年8月、4号店を11月にをオープンしたが、いずれも好業績を維持。
今後は更なる拡大を狙いマニラ地域での出店を加速していく予定。 ゴウテン ネン ガツ ゴウ テン ドウ ネン ガツ ス ギョウセキ イジ コンゴ								フィリピン				2018年11月に4号店をオープンしたが、どの店舗も業績好調で年換算1,000万円以上の売上を誇る。2019年は更なる拡大を狙いマニラ地域での出店を加速していく予定。4月以降の出店攻勢で年間7店舗出店を目指す。 ネン ガツ ゴウテン テンポ ギョウセキ コウチョウ トシ カンサン マンエンイジョウ ウリアゲ ホコ ネン サラ カクダイ ネラ チイキ シュッテン カソク ヨテイ ガツ イコウ シュッテン コウセイ ネンカン テンポ シュッテン メザ

						ミャンマー
（Boat Noodle）				現地飲食最大手のYKKO社と合弁会社を設立し、２０１７年１０月よりBoatNoodle業態をフランチャイズで展開。これまでミャンマーにはないオシャレな空間と食事を楽しめるお店として受け入れられ、賑わいを見せている。現状、２店舗のオープンを目指している。								ミャンマー
（Boat Noodle）				現地飲食最大手のYKKO社と合弁会社を設立し、２０１７年１０月よりBoatNoodle業態をフランチャイズで展開。これまでミャンマーにはないオシャレな空間と食事を楽しめるお店として受け入れられ、賑わいを見せている。現状、２店舗のオープンを目指している。 カイシャ ゲンジョウ

						シンガポール
（丸亀製麺） マ				中国合弁を介してシンガポールにて3店舗出店。賃料は高いものの、認知拡大を目的に代表的なモールへ出店をしている。認知浸透と共に収益性も向上しており、当面は3店舗に集中して足場を固める方針。 リョウ セイ								シンガポール
（丸亀製麺） マ				中国合弁を介してシンガポールにて3店舗出店。家賃は高いものの、認知拡大を目的に代表的なモールへの出店をしている。認知浸透と共に収益も向上しており、当面は3店舗に集中して足場を固める方針。 チュウゴク ゴウベン カイ テンポ シュッテン ヤチン タカ ニンチ カクダイ モクテキ ダイヒョウテキ シュッテン ニンチ シントウ トモ シュウエキ コウジョウ トウメン テンポ シュウチュウ アシバ カタ ホウシン

						シンガポール
（MONSTER CURRY）				シンガポール国内で11店舗を展開中（2018年12月末現在）。シンガポールの日本式カレー市場で圧倒的なシェアNO.1を獲得している。
現在はトリドールHDと協働しながら、さらなる強みの強化とトリードールHDが所有する店舗運営ノウハウの継承を実施中。今後は、シンガポールの日本式カレー市場におけるポジショニングをさらに強化し、2025年までに20店体制を目指す。 コンゴ タイセイ メザ								シンガポール
（MONSTER CURRY）				現在、モンスターカレーはシンガポール国内で11店舗を展開中（2018年12月末現在）。「モンスターカレー」はシンガポールの日本式カレー市場で圧倒的なシェアNO.1を獲得している。現在はトリドールHDと協働しながら、さらなるモンスターカレーの強みの強化とトリードールが所有する店舗運営のノウハウの継承を実施中。これらを組み合わせることで、シンガポールの日本式カレー市場におけるモンスターカレーのポジショニングをさらに強化し、2025年までに20店に増やす。 ゲンザイ コクナイ テンポ テンカイチュウ ネン ガツ マツ ゲンザイ シジョウ ゲンザイ キョウドウ ツヨ キョウカ ショユウ ケイショウ ジッシチュウ ク ア ニホンシキ シジョウ キョウカ



				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				アメリカ		TDC（Tokyo Ｔable) 		－		1号店アーバイン店は世界でも上位の高い売上を堅持し、安定的な黒字体質。
2号店アルハンブラ店を業態転換した”日本の洋食”を軸にした新業態"Saly papa"は客数は確保するも客単価の向上に苦戦。		780百万 / △280百万  ヒャク マン ヒャクマン						TDC（Tokyo Ｔable) 		－		1号店アーバイン店は世界でも上位の高い売上を堅持し、安定的な黒字体質。2号店アルハンブラ店を業態転換した”日本の洋食”を軸にした新業態"Saly papa"は客数は確保するも客単価の向上に苦戦。撤退の方向性で検討をしている ケンジ アンテイテキ クロジタイシツ ギョウタイ テンカン シン キャクスウ カクホ キャクタンカ コウジョウ クセン テッタイ ホウコウセイ ケントウ

						丸亀製麺		本土一号店出店		ハワイWaikikki店は依然好調を維持　世界トップの売上を誇る（最高日商も更新）。
2017年9月にオープンしたロサンゼルス・Sawtelle店、2018年1月にオープンのサンフランシスコ・Stonestown店はさらなる改善が進み、売上が伸張。3号店がLA・ビバリーヒルズ店舗はモールの集客が鈍化しており店舗モデルの構築に苦戦。また、2018年12月に4号店がグレンデールにオープンし、米国では初の丸亀フードコートモデルの構築に取り組んでいる。 ネン ガツ		ハワイ
830百万 / 120百万
本土：軽微                  ホンド ケイビ						丸亀製麺		本土一号店出店		ハワイWaikikki店は依然好調を維持　世界トップの売上を誇る（最高日商も更新）。
2017年9月にオープンしたロサンゼルス・Sawtelle店、2018年1月にオープンのサンフランシスコ・Stonestown店はさらなる改善が進み、売上が伸張。3号店がLA・ビバリーヒルズ店舗はモールの集客が鈍化しており店舗モデルの構築に苦戦。また4号店のグレンデールがオープンし、米国では初の丸亀フードコートモデルの構築に取り組む サイコウ ニッショウ コウシン テン テン カイゼン スス ウリアゲ シンチョウ テンポ シュウキャク ドンカ テンポ コウチク クセン ゴウテン ベイコク ハツ マルガメ コウチク ト ク

						CRACKIN’KITCHEN		出店準備中		ハワイ店は依然好調を維持　世界１、２位の売上を誇る。2018年3月LAに本土１号店メニュー改善やマーケ施策が結果に結びつかず、閉店。		590百万 / 70百万  ヒャク マン ヒャクマン						CRACKIN’KITCHEN		出店準備中		ハワイ店は依然好調を維持　世界１、２位の売上を誇る。2018年3月LAに本土１号店メニュー改善やマーケ施策が結果に結びつかず、閉店 テン ネン ホンド ゴウテン カイゼン シサク ケッカ ムス ヘイテン

						POKE				2018年8月に出資を完了し提携開始。10-12月にかけて積極的に新店をオープンし、現在は32店舗体制に。2019年も約30店舗(すべてFC)の出店を計画中。品質保証や購買面で、トリドールHDのノウハウ移管を検討している。 タイセイ								POKE				2018年8月に出資を完了し提携開始。10-12月にかけて積極的に新店をオープンし、現在は30店舗強に。2019年も約30店舗(すべてFC)の積極出店を計画中。品質保証や購買面で、トリドールHDのノウハウ移管を検討している ネン ガツ シュッシ カンリョウ テイケイ カイシ セッキョクテキ ゲンザイ テンポ キョウ セッキョク シュッテン ケイカクチュウ ケントウ

				イギリス		Shoryu		出店拡大中		引き続きロンドンでのドミナント展開を進める。唯一の郊外店であるマンチェスター店とオクスフォード店は賃料や物流費などのコストカットを実施中。
単価を抑えたラーメンのほか、焼きそば・カツカレーなどの新メニューを導入。また、グデタマなどキャラクターを使用した販促のほか、店外からの視認性を高める施策など、集客に向けた取り組みも実施しており、全体として成果が出ている。								Shoryu				引き続きロンドンでのドミナント展開を進める。唯一の郊外店であるマンチェスター店とオクスフォード店は賃料や物流費などのコストカットを実施中。
商品は単価を抑えたラーメンや、グデタマなどキャラクターを使用した販促、焼きそばやカツカレーなどの新メニューを導入。店外からの視認性を高める施策など、集客に向けた取り組みも実施しており、全体として成果が出ている。 テンカイ ユイイツ コウガイ テン テン テン チンリョウ ブツリュウ ヒ ジッシ チュウ ショウヒン タンカ オサ シヨウ ハンソク ヤ シン ドウニュウ テン ガイ シニンセイ タカ シサク シュウキャク ム ト ク ジッシ ゼンタイ セイカ デ

				ロシア		丸亀製麺		収益改善中		2020年12月期より、合弁を解消し、全店FC化。これにより資金の外部調達も可能になり、モスクワにてFC、サブFC店の展開を画策、積極的な出店と既存店強化を目論む。
今後は、収益拡大とともにこれまで出店のなかった立地への新規出店を行い、店舗数の拡大を予定している。						ロシア		丸亀製麺		収益改善中		2020年12月期より、合弁を解消し、全店FC化。これにより資金の外部調達も可能になり、モスクワにてFC、サブFC店の展開を画策、積極的な出店と既存店強化を目論む。今後は、収益拡大とともに、ロシアにおけるTier oneモールからの誘いもある中で、これまで出店のなかった立地への新規出店を行い、店舗数の拡大を予定している。日本からのサポート方法についても、引き続き検討。 ネン ガツキ ゴウベン カイショウ ゼンテン カ シキン ガイブチョウタツ カノウ ミセ テンカイ カクサク セッキョクテキ シュッテン キョウカ モクロ コンゴ シュウエキカクダイ サソ ナカ シュッテン リッチ シンキ シュッテン オコナ テンポスウ カクダイ ヨテイ ニホン ホウホウ ヒ ツヅ ケントウ

				その他 タ		ＷＯＫ ＴＯ ＷＡＬＫ		出店拡大中		フランスにおける大型契約を含む複数のフランチャイジーが存在することにより、フランチャイズビジネスは堅調に推移し、順調に店舗数を拡大している。
苦戦中の米国での直営店は具材やオペレーションの見直しを行った。		軽微 ケイビ						ＷＯＫ ＴＯ ＷＡＬＫ				フランスにおける大型契約を含む複数のフランチャイジーが存在することにより、フランチャイズビジネスは堅調に推移し、順調に店舗数を拡大している。
苦戦中の米国での直営店は具材やオペレーションの見直しを行った。 ソンザイ ケンチョウ スイイ ジュンチョウ テンポ スウ カクダイ クセン チュウ ベイコク チョクエイテン グザイ ミナオ オコナ



				Area		Country/Brand		Status		Outline		PL Contribution (last year)
Sales / Segment profit

				Asia		Taiwan (ROC)		出店拡大中		Improves personnel system for staff sufficiency. Opening new stores. Operating 4 Tonkatsu stores.		3,200 mil. / 390 mil.

						S. Korea		収益改善中		Main stores keep good. Opening new stores.		350mil. / 5mil.

						China (PRC)		出店拡大中		Keeps good. Sales in coast cities (e.g., Shanghai) are nice. Currently 85 stores. "Hakatan-maru" ramen brand develops.

						Hong Kong (Yunnan)				Grouped in Feb-2018. Currently operating "Tam Chai Yunnan Noodle" and "TamJai SamGor Rice Noodle" stores (109 in total). 70% market share of Yunnan Noodle in Hong Kong. To open new stores in Hong Kong.		3390mil. / 560mil.

						Thailand		収益改善中		Management enhancement brings big profit improvement through 1) profit improvement of Existing Stores, 2) development of small stores (good sales with low initial costs), and 3) customization of HQ costs. To keep stable profits.

						Indonesia		出店拡大中		Develops Marugameseimen stores mainly in major Shopping Centers in Jakarta. Also examines other big cities. Marugame Seimen brand is Halal approved, and popular among local Muslims.				 

						Vietnam		Profit being improved		Saves opening stores in 2017 for yearly profit by improving organization system and management system.  To achieve monthly profits. Examines sub-franchising for further business expansion.

						Cambodia		Profit being improved		Sales of Existing Stores improved a lot. Portable stall type stores (with small initial costs) contribute to profit.  Launches new brand for casual Japanese foods in Feb. 2018, targeting wider range of market.		80mil. / △21mil.

						Malaysia
(Boat Noodle, Others)		Opening new stores		Operating approx. 70 stores of "Boat Noodle" and "CillCill" brands. Expanding with profits. Accelerating franchising in other countries such as Brunei, Indonesia, Myanmar and Singapore. Planning to expand to other countries.

						Philippines				Opens 1st Marugameseimen store in Aug-2017 and 2nd in Feb-2018 (both FC). Keep good. 4 more stores scheduled. Swift business expansion expected.

						Myanmar
(Boat Noodles)				Establishes JV company with YKKO (biggest local restaurant company), and franchises Boat Noodle brand since Oct. 2017. Widely accepted as uniquely fashionable restaurant with fun to eat. 2nd store to open.



				Area		Country/Brand		Status		Outline		PL Contribution (last year)
Sales / Segment profit

				USA		TDC (Tokyo Table)		New store to open		1st store in Irvine keeps good. One of world top sales/profits stores in Toridoll Group, whereas 2nd store in Alhambra is in tough. To change to "Western Japanese" like brand for profit improvement.		780mil. / △28mil.0 

						Marugame Seimen		New store to open		Waikiki Shop keeps good. World top 1-2 sales in Toridoll Group.  1st store in mainland opened in Sawtelle, LA in Sep. 2017.  2nd store in Stonestown, SF started with good launch in Jan. 2018 (same sales level as Waikiki Shop for the first weekend).  3rd store in Shopping Center around Beverly Hills to open.		Hawaii
830mil. / 120mil.
Main Land：small                 

						CRACKIN'KITCHEN		New store to open		Keeps good. World Top 1-2 sales in Toridoll Group.  Opens 1st in mainland store in LA in Mar. 2018.		140mil. / 5mil. 

				UK		Sakagura		-		Opens 1st store in November 2016. Introduced collaboration menus between Bent Box and Shoryu Ramen, and charbroil steaks and tempuras. Lava Plate stake from 2018 beginning becomes popular. Lower pricing contributes guest count (wider customer range) and sales. Keeps marketing measures (e.g.,  via SNS, Restaurant Week and Japanese Sake events) for brand awareness .

						Shoryu		Opening new stores		Some stores are in top sales group. Strategic dominance in London. Local cities to be only in Manchester and  Oxford. To improve profitability. New stores being prepared.

				Italy		Tokyo Table, Others		-		Opens "Bottega del Ramen" in Feb. and "Tokyo Table" in Mar, 2017.  "Bottega del Ramen" achieved monthly profit. "Tokyo table" marks record high in monthly sales for consecutive 2 months. Still not profit for whole business unit, and more sales necessary. Both stores to introduce new menus for summer. Expanding sales by delivery through Uber-eat and Deliveroo.		small

				Russia		Marugame Seimen				4 direct-operation stores and 3 FC stores in Moscow. Achieved all stores in the black. To develop more stores (especially in food court) as well as keeping stable profits.

				Others		WOK TO WALK		Opening new stores		Store aggressively expanding to 93 (including 3 direct-operation stores in US) after grouped. FC contracts in India, Israel, and newly Malta and Oman. Opens 1st direct-operation store In US in Feb, 2nd in Jul and 3rd store in Dec. 2017. Exploring other counties for FCs.		small





M&A　PMI

				ブランド		概要 ガイヨウ		PMIの状況 ジョウキョウ

				晩杯屋 バ		大衆酒場「晩杯屋」等を東京都内で運営するアクティブソース社の株式を取得（80.3%）しグループ会社化		・モデル店舗における丸亀製麺のノウハウを生かしたオペレーションの改善
・パート・アルバイト採用強化の仕組み導入、社内独立制度を含めた新人事制度の構築
・採用費や消耗品費など、グループ単価を採用することによる経費削減
・店舗タイプ別のスクリーニング要件、出店計画の策定、物件取得サポートの実施 フク シン ジンジ セイド コウチク ブッケン シュトク ジッシ				募集10人→100人規模に
物件情報が豊富　出店の精度が向上　投資検証表の活用など ボシュウ ニン ニン キボ ブッケン ジョウホウ ホウフ シュッテン セイド コウジョウ トウシ ケンショウ ヒョウ カツヨウ

				ずんどう屋 ヤ		主に関西において、とんこつラーメン店の「ずんどう屋」を運営するZUND社の株式を取得（80%）しグループ会社化		・モデル店舗におけるコンセプトのブラッシュアップと丸亀製麺のノウハウを生かしたオペレーションの改善
・当社ノウハウを活用した、採用における掲載媒体最適化の仕組み導入
・採用費や消耗品費など、グループ単価を採用することによる経費削減
・当社新店開発部による勝ちパターンの分析、優先出店エリアの決定　
・人事制度（賞与制度等）の再構築 トウ シャ

				「譚仔雲南米線」/「譚仔三哥米線」		スパイシー麺の人気チェーン店「譚仔雲南米線」および「譚仔三哥米線」の運営会社の株式をそれぞれ100%取得		・グループ会社としてのガバナンス強化及びトップマネジメント採用等、 　更なる成長を実現するための経営強化
・店舗、セントラルキッチンおよびバックオフィスにおける業務の整備
・華南地域を中心とした中国全土進出についても初期調査を開始







				Area		Country/Brand		Outline













BS

				連結BS (IFRS) レンケツ

						当期 トウ キ				前期末 ゼンキ マツ

						金額 キンガク		構成比 コウセイヒ		金額 キンガク		構成比 コウセイヒ		増減 ゾウゲン

				資産合計 シサン ゴウケイ		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103

				流動資産 リュウドウ シサン		29,966		14.8%		21,752		18.5%		8,214

				非流動資産 ヒ リュウドウ シサン		173,713		85.6%		96,081		81.5%		77,632

				負債資本合計 フサイ シホン ゴウケイ		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103

				負債合計 フサイ ゴウケイ		168,983		83.3%		82,830		70.3%		86,153

				（うち、有利子負債） ユウ リシ フサイ		145,770		71.8%		62,674		53.2%		83,096

				流動負債 リュウドウ フサイ		43,204		21.3%		25,953		22.0%		17,251

				非流動負債 ヒ リュウドウ フサイ		125,144		61.7%		56,878		48.3%		68,266

				資本合計 シホン ゴウケイ		35,332		17.4%		35,003		29.7%		329						※値張り アタイ バ

				（うち、親会社の所有者） オヤガイシャ ショユウシャ		34,305		16.9%		33,979		28.8%		326						※値張り アタイ バ



				ネット有利子負債/調整後EBITDA ユウ リシ フサイ チョウセイ ゴ		9.4				3.9				-				調整後EBITDA		15,560		9.4







				Consolidated BS (IFRS)										(unit: Million yen)

						This period				End of previous year

						Amount		Ratio		Amount		Ratio		Difference

				Total assets		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103						Including interest-bearing liabilities 

				Current assets		29,966		14.8%		21,752		18.5%		8,214						bearingの bと eの間のスペースを消してください

				Non-current assets		173,713		85.6%		96,081		81.5%		77,632						その下のliabilites、attributable にも不必要なスペースが見える気が

				Total liabilities and equity		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103						するのですが大丈夫でしょうか

				Liabilities		168,983		83.3%		82,830		70.3%		86,153

				(Including interest-bearing liabilities)		145,770		71.8%		62,674		53.2%		83,096

				Current liabilities		43,204		21.3%		25,953		22.0%		17,251

				Non-current liabilities		125,144		61.7%		56,878		48.3%		68,266

				Total equity		35,332		17.4%		35,003		29.7%		329

				(Equity attributable to 
owners of  the parent)		34,305		16.9%		33,979		28.8%		326



				Net interest-bearing liabilities / Adjusted EBITDA 		9.4				3.9				-



















































CF

						連結CF (IFRS) レンケツ

								当期 トウ キ		前年同期 ゼンネン ドウキ		増減 ゾウゲン

						営業活動による
キャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		15,517		4,402		11,115

						投資活動による
キャッシュ・フロー トウシ カツドウ		△ 6,283		△ 6,973		690

						財務活動による
キャッシュ・フロー ザイム カツドウ		△ 1,676		368		△ 2,044

						現金および現金同等物の
期末残高 ゲンキン ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		21,716		12,671		9,045







						Consolidated CF (IFRS)						(unit: Million yen)

								This period		Previous period		Difference								異なるフォントとサイズの混在

						Cash flows from operating activities		15,517		4,402		11,115								Cash flows from operating activities

						Cash flows from investing activities		△ 6,283		△ 6,973		690								Cash flows from investing activities

						Cash flows from financing activities		△ 1,676		368		△ 2,044								Cash flows from financing activities

						Cash and cash equivalents at the end of the period		21,716		12,671		9,045								Cash and cash equivalents at the end of the period





業績予想



				連結PL (IFRS) レンケツ

						2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ								下期修正予算 シモキ シュウセイ ヨサン

						連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ		連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		159,060		100.0%		145,022		100.0%		109.7%								丸亀製麺 マルガメ セイメン		カフェ		豚屋とん一 ブタ ヤ イチ		海外事業 カイガイ ジギョウ

				事業利益 ジギョウ リエキ		9,572		6.0%		7,270		5.0%		131.7%								48,697		3,230		2,038		16,574

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		29,640		18.6%		12,402		8.6%		239.0%								6,716		37		18		1,909

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,689		4.2%		2,302		1.6%		290.6%

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		5,266		3.3%		1,337		0.9%		393.9%								通期修正予算 ツウキ シュウセイ ヨサン

				当期利益 トウキ リエキ		2,704		1.7%		221		0.2%		1223.5%								97,880		5,825		3,865		33,294

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		2,610		1.6%		267		0.2%		977.5%								14,548		153		73		4,261



				丸亀製麺セグメントPL マルガメ セイメン		2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		97,880		100.0%		89,944		100.0%		108.8%

				セグメント利益 リエキ		14,408		14.7%		12,438		13.8%		115.8%



				海外事業セグメントPL		2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		33,294		100.0%		30,242		100.0%		110.1%

				セグメント利益 リエキ		4,261		12.8%		3,258		10.8%		130.8%









				Consolidated PL (IFRS)

						FY 2018				FY 2017				YoY

						連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ		連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ

				Revenue		159,060		100.0%		145,022		100.0%		109.7%

				Contribution margin		9,572		6.0%		7,270		5.0%		131.7%

				Adjusted EBITDA		29,640		18.6%		12,402		8.6%		239.0%

				Operating profit		6,689		4.2%		2,302		1.6%		290.6%

				Profit before tax		5,266		3.3%		1,337		0.9%		393.9%

				Profit for the year		2,704		1.7%		221		0.2%		1223.5%

				Profit for the year attributable to owners of the parent		2,610		1.6%		267		0.2%		977.5%



				Marugame Seimen
segment		FY 2018				FY 2017				YoY

				Revenue		97,880		100.0%		89,944		100.0%		108.8%								Segment profit

				Segment profit 		14,408		14.7%		12,438		13.8%		115.8%								Ratio to prev. period = YoY



				Overseas segment		FY 2018				FY 2017				YoY

				Revenue		33,294		100.0%		30,242		100.0%		110.1%

				Segment profit 		4,261		12.8%		3,258		10.8%		130.8%

























業績予想（詳細）



				連結PL (IFRS) レンケツ																																修正 シュウセイ		年初予算 ネンショ ヨサン

						上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ						上期計画 カミキ ケイカク		当初計画 トウショ ケイカク		売上収益 ウリア シュウエキ		56,195		56,195

作成者: 開示用の数字丸め有り

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								売上原価 ウリアゲ ゲンカ		14,451		14,572

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		80,017		100.0%				79,042		100.0%		79,042		100.0%		0				159,060		100.0%		→値張り注意 アタイ バ チュウイ		53,465				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		41,744		41,623

作成者: 開示用の数字丸め有り


				事業利益 ジギョウ リエキ		5,840		7.3%				3,732		4.7%		3,732		4.7%		0				9,572		6.0%

				営業利益 エイギョウ リエキ		5,084		6.4%				1,605		2.0%		2,105		2.7%		△ 500				6,689		4.2%				4,400				人件費　　計 ジンケンヒ ケイ		16,774		16,908

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		4,100		5.1%				1,166		1.5%		1,766		2.2%		△ 600				5,266		3.3%				4,120				水光熱費　計 スイ コウネツヒ ケイ		3,689		3,589

				当期利益 トウキ リエキ		2,601		3.3%				103		0.1%		703		0.9%		△ 600				2,704		1.7%				2,690				地代家賃		5,699		5,826

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		2,569		3.2%				41		0.1%		641		0.8%		△ 600				2,610		1.6%				2,681				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		1,957		2,102

																																		その他一般管理費計 タ イッパン カンリヒ ケイ		8,048		7,851

				丸亀製麺セグメント マルガメ セイメン		上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ										販売費及び一般管理費合計		36,167		36,276

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								減損損失 ゲンソン ソンシツ		1,218		1,030

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%				48,697		100.0%		46,905		100.0%		1,792				97,880		100.0%				43,559		90,464		その他の営業収入 タ エイギョウ シュウニュウ		117		261

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%				6,576		13.5%		6,182		13.2%		394				14,408		14.7%				7,023		13,205		その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		41		150

作成者: 開示用の数字丸め有り


				海外事業セグメント カイガイ ジギョウ		上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ										営業利益（損失）		4,430		4,430

作成者: 開示用の数字丸め有り


						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								調整後EBITDA チョウセイゴ		7,681		7,449

作成者: 開示用の数字丸め有り


				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%				16,574		100.0%		16,518		100.0%		56				33,294		100.0%				3458				金融収益 キンユウ シュウエキ		109		86

作成者: 開示用の数字丸め有り


				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%				1,909		11.5%		1,900		11.5%		9				4,261		12.8%				271				金融費用 キンユウ ヒヨウ		123		29

作成者: 開示用の数字丸め有り


																																		経常利益（損失） ケイジョウ リエキ ソンシツ		4,490		4,490

				カフェ事業セグメント ジギョウ		上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		2,595		100.0%				3,230		100.0%		3,041		100.0%		189				5,825		100.0%

				セグメント利益 リエキ		116		0.7%				37		0.2%		△ 16		-0.1%		53				153		0.5%





				Consolidated PL (IFRS)																														持分法投資損益 モチブン ホウ トウシ ソンエキ		163		243

						FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017										税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		4,578		4,730

作成者: 開示用の数字丸め有り


						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue								法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		1,626		1,680

作成者: 開示用の数字丸め有り


				Revenue		80,017		100.0%				79,042		100.0%		79,042		100.0%		0				159,060		100.0%								当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,953		3,050

作成者: 開示用の数字丸め有り


				Operating profit		5,084		6.4%				1,605		2.0%		2,105		2.7%		△ 500				6,689		4.2%								親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウ シャ		2,964		3,033

作成者: 開示用の数字丸め有り


																																						

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		Profit before tax		4,100		5.1%				1,166		1.5%		1,766		2.2%		△ 600				5,266		3.3%								非支配持分 ヒ シハイ モチブン		(11)		17

				Profit for the year		2,601		3.3%				103		0.1%		703		0.9%		△ 600				2,704		1.7%

				Profit for the year attributable to owners of the parent		2,569		3.2%				41		0.1%		641		0.8%		△ 600				2,610		1.6%								Profit for the year attributable to owners of the parent 

																																		parents のsはいらないようです

				Marugame Seimen 
segment		FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017

						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue								フォントとフォントサイズの混在

				Revenue		49,183		100.0%				48,697		100.0%		46,905		100.0%		1,792				97,880		100.0%

				Operating profit of 
Marugame Seimen segment		7,832		15.9%				6,576		13.5%		6,182		13.2%		394				14,408		14.7%								Segment profit

				Overseas 
segment		FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017										Ratio to prev. period = YoY

						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue

				Revenue		16,720		100.0%				16,574		100.0%		16,518		100.0%		56				33,294		100.0%								% to revenue のeの切り方がおかしいので

				Operating profit of 
Marugame Seimen segment		2,352		14.1%				1,909		11.5%		1,900		11.5%		9				4,261		12.8%								フォントサイズあるいは列の幅を変える必要があります





































出店計画

																										AS

								出店		退店		2020年
3月末 ネン ガツ マツ		投資額
（概算　百万円） トウシ ガク ガイサン ヒャクマンエン				2019年
3月 ネン ガツ														2020年3月期 ネン ガツキ		2021年3月期 ネン ガツキ		2022年3月期 ネン ガツキ		2023年3月期 ネン ガツキ		2024年3月期 ネン ガツキ

																										出店 シュッテン		小 ショウ				2		7		8		8		8

				国内 コクナイ				76		15		1,164		5,376				1,103										大 ダイ				1		6		6		7		7

						丸亀製麺		32		5		844		2,240				817										計 ケイ				3		13		14		15		15

						とん一 イチ		3		2		54		97				53								退店 タイ テン		小 ショウ				0		1		1		1		1

						カフェ		10		0		39		1,500				29										大 ダイ				0		0		0		0		0

						晩杯屋 バ		3		0		52		70				49										計 ケイ				0		1		1		1		1

						ずんどう屋 ヤ		3		0		48		191				45								純増 ジュン ゾウ		小 ショウ				2		6		7		7		7

						その他 タ		25		8		127		1,278				110										大 ダイ				1		6		6		7		7

				海外 カイガイ				145		24		696		1,940				575										計 ケイ				3		12		13		14		14

						連結子会社 レンケツ コガイシャ		69		12		229		1,850				172

						持分法適用会社 モチブン ホウ テキヨウ カイシャ		52		12		247		90				207								ずんどう屋 ヤ

						純粋ＦＣ ジュンスイ		24		0		220		0				196										Year0		Year1		Year2		Year3

				合 計 ゴウ ケイ				221		39		1,860		7,316				1,678										2019/03期 キ		2020/03期 キ		2021/03期 キ		2022/03期 キ

																										出店数 シュッテン スウ		9		3		10		10

						※その他　の内訳 タ ウチワケ																				退店数 タイ テン スウ		0		0		0		0

																										店舗数 テンポスウ		45		48		58		68













								Open		Close		2020
Mar						2019
Mar



				Domestic				76		15		1,164		5,376				1,103

						Marugame Seimen		32		5		844		2,240

						Butaya Tonichi （Tonkatsu,tonteki）		3		2		54		97

						Kona's CoffeeRoasted（Cafe）		10		0		39		1,500

						Banpaiya (Standing Bar)		3		0		52		70

						Zundoya (Ramen)		3		0		48		191

						Others		25		8		127		1,278

				Overseas				145		24		696		1,940

						Subsidiaries		69		12		229		1,850

						JVs		52		12		247		90

						FCs		24		0		220		0

				Total				221		39		1,860		7,316



















中期計画

				連結PL (IFRS) レンケツ

						2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期								H29.3期 キ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		159,060		-		109.7%		174,683		-		109.8%		200,803		-		115.0%				145,022

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		29,640		18.6%		239.0%		32,373		18.5%		109.2%		36,161		18.0%		111.7%				12,402

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,689		4.2%		290.6%		9,086		5.2%		135.8%		12,045		6.0%		132.6%				2,302

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		5,266		3.3%		393.9%		8,500		4.9%		161.4%		11,481		5.7%		135.1%				1,337

				当期利益 トウキ リエキ		2,704		1.7%		1223.5%		5,615		3.2%		207.7%		7,712		3.8%		137.3%				221

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		2,610		1.6%		977.5%		5,434		3.1%		208.2%		7,488		3.7%		137.8%				267



				丸亀製麺セグメントPL マルガメ セイ メン

						2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		97,880		-		199.0%		99,307		-		101.5%		107,694		-		108.4%				49,183

				セグメント利益 リエキ		14,408		14.7%		184.0%		12,817		12.9%		89.0%		14,149		13.1%		110.4%				7,832



				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

						2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		33,294		-		199.1%		36,604		-		109.9%		41,549		-		113.5%				16,720

				セグメント利益 リエキ		4,261		12.8%		181.2%		4,452		12.2%		104.5%		4,913		11.8%		110.4%				2,352



				出店  シュッテン		221						326						412								退店 タイ テン		30期 キ		31期 キ		32期 キ

				　国内 コクナイ		76						138						199										15		16		16

				　海外 カイガイ		145						188						213										24		26		25

				累計店舗数 ルイケイ テンポ スウ		1,860						2,144						2,515								1,687

				　国内 コクナイ		1,164						1,286						1,469								1,103

				　海外 カイガイ		696						858						1,046								575





















				Consolidated PL (IFRS)

						FY2019						FY2020						FY2021								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		159,060		-		109.7%		174,683		-		109.8%		200,803		-		115.0%				95,587

				Adjusted EBITDA		29,640		18.6%		239.0%		32,373		18.5%		109.2%		36,161		18.0%		111.7%				12,799

				Operating profit		6,689		4.2%		290.6%		9,086		5.2%		135.8%		12,045		6.0%		132.6%				8,733

				Profit before tax		5,266		3.3%		393.9%		8,500		4.9%		161.4%		11,481		5.7%		135.1%				8,117

				Profit for the year		2,704		1.7%		1223.5%		5,615		3.2%		207.7%		7,712		3.8%		137.3%				5,242

				Profit for the year attributable to owners of the parents		2,610		1.6%		977.5%		5,434		3.1%		208.2%		7,488		3.7%		137.8%				5,212



				Ｍａｒｕｇａｍｅｓｅｉｍｅｎ segment

						FY2019						FY2020						FY2021								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		97,880		-		199.0%		99,307		-		101.5%		107,694		-		108.4%				6,255

				segment profit		14,408		14.7%		184.0%		12,817		12.9%		89.0%		14,149		13.1%		110.4%				436





				Overseas segment

						FY2018						FY2019						FY2020								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		33,294		-		199.1%		36,604		-		109.9%		41,549		-		113.5%				6,255

				segment profit		4,261		12.8%		181.2%		4,452		12.2%		104.5%		4,913		11.8%		110.4%				436



				Numbers of opening stores(numbers in overseas）		221				0.0%		326				0.0%		412				0.0%

				Total numbers of stores(numbers of overses)		1,860				0.0%		2,144				0.0%		2,515				0.0%				1,092		246



				Numbers of opening stores(numbers in overseas）

				Total numbers of stores(numbers of overses)





IFRS

		■2015年3月期：IFRS連結業績予想シミュレーション ネン ガツ キ レンケツ ギョウセキ ヨソウ

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		実績 ジッセキ		J-GAAP						IFRS				差異 サイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				0

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,564				営業利益 エイギョウ リエキ		4,177				△ 3,387

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,994				税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		3,602				△ 3,392

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,606				当期利益 トウキ リエキ		1,985				29

								　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,956				△ 650



		↓実績のJ-GAAPとIFRSの差異を元にIFRS予算を試算 ジッセキ サイ モト ヨサン シサン												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		予想 ヨソウ		J-GAAP						IFRS				調整 チョウセイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		84,803				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		84,803				0

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,200				営業利益 エイギョウ リエキ		3,900				△ 3,300

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,928				税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		3,628				△ 3,300

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,132				当期利益 トウキ リエキ		1,762				30

								　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,732				△ 400		※調整 チョウセイ





Sheet4

		連結純損益計算書の差異 レンケツ ジュンソンエキ ケイサンショ サイ

																						（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		日本基準（J-GAAP） ニホン キジュン						①日本基準（J-GAAP）の表示組替 ニホン キジュン ヒョウジ クミカエ						②国際会計基準（IFRS） コクサイ カイケイ キジュン						差異②－① サイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		0

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		0

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		0

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 57,421				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 57,421				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 58,605				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 1,183		※1

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,564				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 1,849				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 2,155				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 306		※2

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		277				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		338				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		324				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		△ 14

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		△ 848				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 342				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 374				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 32

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,994				営業利益 エイギョウ リエキ		5,711				営業利益 エイギョウ リエキ		4,175				営業利益 エイギョウ リエキ		△ 1,536

		特別利益 トクベツ リエキ		172				金融収益 キンユウ シュウエキ		111				金融収益 キンユウ シュウエキ		206				金融収益 キンユウ シュウエキ		95		※3

		特別損失 トクベツ ソンシツ		△ 2,068				金融費用 キンユウ ヒヨウ		△ 646				金融費用 キンユウ ヒヨウ		△ 637				金融費用 キンユウ ヒヨウ		9

		税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		5,098				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 77				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 130				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 53		※4

		法人税等 ホウジンゼイ トウ		△ 2,429				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		5,098				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		3,614				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		△ 1,484

		少数株主調整前当期純利益 ショウスウ カブヌシ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		2,669				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		△ 2,429				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		△ 1,603				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		826		※5

		少数株主損益 ショウスウ カブヌシ ソンエキ		△ 29				当期利益 トウキ リエキ		2,669				当期利益 トウキ リエキ		2,011				当期利益 トウキ リエキ		△ 658

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,640				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		2,640				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,982				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		△ 658

								　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		29				　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		29				　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		0

																				IFRSと日本基準の主な差異 ニホン キジュン オモ サイ

																		※1		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		△ 869		定額法への遡及修正 テイガク ホウ ソキュウ シュウセイ

				日本基準（J-GAAP） ニホン キジュン				国際会計基準（IFRS） コクサイ カイケイ キジュン												租税公課 ソゼイ コウカ		△ 344		法人税等（均等割）より振替 ホウジンゼイ トウ キントウワリ フリカエ

		営業利益 エイギョウ リエキ		売上総利益－販売費及び一般管理費 ウリアゲ ソウリエキ ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				売上総利益－販売費及び一般管理費－減損損失＋その他の営業収益－その他の営業費用 ウリアゲ ソウリエキ ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ ゲンソン ソンシツ タ エイギョウ シュウエキ タ エイギョウ ヒヨウ												その他 タ		30

																				計 ケイ		△ 1,183

		経常利益 ケイジョウ リエキ		営業利益＋営業外収益－営業外費用 エイギョウ リエキ エイギョウガイ シュウエキ エイギョウガイ ヒヨウ				経常利益、特別損益の概念はなく、金融収益、金融費用及び持分法による投資損益以外は、営業利益に加減 ケイジョウ リエキ トクベツ ソンエキ ガイネン キンユウ シュウエキ キンユウ ヒヨウ オヨ モチブンポウ トウシ ソンエキ イガイ エイギョウ リエキ カゲン										※2		減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 251		割引後CFとの比較 ワリビキ アト ヒカク

																				減損損失（のれん） ゲンソン ソンシツ		△ 55		非償却分を減損 ヒ ショウキャク ブン ゲンソン

		金融収益 キンユウ シュウエキ		－				受取利息、為替差益等 ウケトリ リソク カワセ サエキ トウ												計 ケイ		△ 306

		金融費用 キンユウ ヒヨウ		－				支払利息、為替差損等 シハライ リソク カワセ サソン トウ										※3		受取利息 ウケトリ リソク		95		敷金保証金を償却原価に シキキン ホショウキン ショウキャク ゲンカ

																				計 ケイ		95

																		※4		持分法による投資損失 モチブンポウ トウシ ソンシツ		△ 86		全ての共同支配企業を持分法適用に スベ キョウドウ シハイ キギョウ モチブンポウ テキヨウ

																				持分法による投資損失 モチブンポウ トウシ ソンシツ		33		持分法のれんの非償却 モチブンポウ ヒ ショウキャク

																				計 ケイ		△ 53

																		※5		法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		345		均等割を租税公課に振替 キントウワリ ソゼイ コウカ フリカエ

																				法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		132		税率変更による修正 ゼイリツ ヘンコウ シュウセイ

																				法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		349		IFRS修正に係る税効果調整 シュウセイ カカ ゼイ コウカ チョウセイ

																				計 ケイ		826



表示組替

IFRS調整



世界ランキング

				世界外食企業ランキング（上場企業）上位10社

						企業名		国名		売上高
（百万ドル）		決算期		展開ブランド

				1		McDonald's Corporation 		アメリカ		28,106		41609		McDonald's

				2		Starbucks Corporation 		アメリカ		14,892		41518		Starbucks

				3		Yum Brands Inc 		アメリカ		13,084		41609		KFC/Pizza Hut/Taco Bell、他

				4		Darden Restaurants Inc 		アメリカ		6,286		41760		Red Lobster/Olive Garden/
LongHorn Steakhouse、他

				5		AUTOGRILL SPA 		イタリア		6,207		41609		FC含む250ブランド以上を展開

				6		ゼンショーホールディングス		日本		4,679		41699		すき家/ココス/はま寿司、他

				7		Bloomin Brands Inc		アメリカ		4,129		41609		OUTBACK STEAKHOUSE
/CARRABBA'S、他

				8		ARCOS DORADOS 
HOLDINGS INCORPORATED 		アルゼンチン		4,033		41609		（中南米、カリブ海エリアの
McDonald's franchisee）

				9		Chipotle Mexican Grill, Inc. 		アメリカ		3,215		41609		Chipotle

				10		TIM HORTONS INCORPORATED		カナダ		3,162		41609		Tim Hortons、他

				（出所）各社決算資料等よりみずほ銀行産業調査部作成





						McDonald's Corporation 		(		アメリカ		)		28,106

						Starbucks Corporation 		(		アメリカ		)		14,892

						Yum Brands Inc 		(		アメリカ		)		13,084

						Darden Restaurants Inc 		(		アメリカ		)		6,286
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						McDonald's Corporation (アメリカ)		28,106

						Starbucks Corporation (アメリカ)		14,892

						Yum Brands Inc (アメリカ)		13,084

						Darden Restaurants Inc (アメリカ)		6,286

						AUTOGRILL SPA (イタリア)		6,207

						ゼンショーホールディングス(日本)		4,679

						Bloomin Brands Inc(アメリカ)		4,129
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HOLDINGS INCORPORATED (アルゼンチン)		4,033

						Chipotle Mexican Grill, Inc. (アメリカ)		3,215

						TIM HORTONS INCORPORATED(カナダ)		3,162





						TIM HORTONS Inc.(カナダ)		3,162

						Chipotle Mexican Grill, Inc. (アメリカ)		3,215

						ARCOS DORADOS HD Inc. (アルゼンチン)		4,033

						Bloomin Brands Inc.(アメリカ)		4,129

						ゼンショーホールディングス(日本)		4,679

						AUTOGRILL SPA (イタリア)		6,207

						Darden Restaurants Inc. (アメリカ)		6,286

						Yum Brands Inc. (アメリカ)		13,084

						Starbucks Corporation (アメリカ)		14,892

						McDonald's Corporation (アメリカ)		28,106









						TIM HORTONS Inc.		3,162

						Chipotle Mexican Grill, Inc. 		3,215

						ARCOS DORADOS HD Inc. 		4,033

						Bloomin Brands Inc.		4,129

						ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.		4,679

						AUTOGRILL SPA 		6,207

						Darden Restaurants Inc. 		6,286

						Yum Brands Inc. 		13,084

						Starbucks Corporation 		14,892

						McDonald's Corporation 		28,106





						McDonald's Corporation 		28,106

						Starbucks Corporation 		14,892

						Yum Brands Inc. 		13,084

						Darden Restaurants Inc. 		6,286

						AUTOGRILL SPA 		6,207

						ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.		4,679

						Bloomin Brands Inc.		4,129

						ARCOS DORADOS HD Inc. 		4,033
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TIM HORTONS Inc.(カナダ)	Chipotle Mexican Grill, Inc. (アメリカ)	ARCOS DORADOS HD Inc. (アルゼンチン)	Bloomin Brands Inc.(アメリカ)	ゼンショーホールディングス(日本)	AUTOGRILL SPA (イタリア)	Darden Restaurants Inc. (アメリカ)	Yum Brands Inc. (アメリカ)	Starbucks Corporation (アメリカ)	McDonald's Corporation (アメリカ)	3162	3215	4033	4129	4679	6207	6286	13084	14892	28106	McDonald's Corporation 	Starbucks Corporation 	Yum Brands Inc. 	Darden Restaurants Inc. 	AUTOGRILL SPA 	ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.	Bloomin Brands Inc.	ARCOS DORADOS HD Inc. 	Chipotle Mexican Grill, Inc. 	TIM HORTONS Inc.	28106	14892	13084	6286	6207	4679	4129	4033	3215	3162	

基礎資料

		ＢＩ　「月別・日別推移」　→　「当月レート」　は、前月末のレートを採用 ツキベツ ヒ ベツ スイイ トウゲツ ゼンゲツ マツ サイヨウ

		閉店日　＞＝2016/03/31　（3/31以前に閉店した店舗は含まない） 　 開店日　＜＝2015/12/31（12/31以前に開店した店舗を含む）　など　　を選択 ヘイ テン テンポ フク カイテン ヒ イゼン カイテン テンポ フク

		*は取る ト

		開店、閉店の情報は、右クリックでロックする カイテン ヘイテン ジョウホウ ミギ

		⇒　2016/1/1から03/31まで、ひと月フルで営業していた店舗を対象にしている ツキ エイギョウ テンポ タイショウ

		1Q		閉店日　＞＝2018/3/31　		開店日 ＜＝2017/12/31

		2Q		閉店日　＞＝2018/06/30　		開店日 ＜＝2017/12/31

		3Q		閉店日　＞＝2018/09/30　		開店日 ＜＝2017/12/31

		4Q		閉店日　＞＝2018/12/31　		開店日 ＜＝2017/12/31

		※台湾は注意 タイワン チュウイ

		※丸亀製麺だけ絞る マ シボ

		アメリカ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		11,037,015		1,236,035,309		0		-		944,199,552		130.91%		1,085,440		887,294		122.3%		1,139		0		-		-		-		-		-		3

		2018/01		934,634		104,669,658		0		-		67,798,467		154.38%		94,437		67,217		140.5%		1,108		0		-		-		-		-		-

		2018/02		865,529		96,930,585		0		-		58,289,841		166.29%		86,893		58,009		149.8%		1,116		0		-		-		-		-		-

		2018/03		940,247		105,298,244		0		-		62,867,453		167.49%		93,828		62,064		151.2%		1,122		0		-		-		-		-		-

		2018/04		879,409		98,484,986		0		-		62,713,474		157.04%		88,931		61,268		145.2%		1,107		0		-		-		-		-		-

		2018/05		923,118		103,380,016		0		-		66,076,146		156.46%		92,310		63,938		144.4%		1,120		0		-		-		-		-		-

		2018/06		891,830		99,876,097		0		-		65,094,909		153.43%		89,438		63,065		141.8%		1,117		0		-		-		-		-		-

		2018/07		918,801		102,896,533		0		-		71,199,415		144.52%		91,340		67,966		134.4%		1,127		0		-		-		-		-		-

		2018/08		933,509		104,543,639		0		-		75,557,404		138.36%		90,175		71,798		125.6%		1,159		0		-		-		-		-		-

		2018/09		902,763		101,100,405		0		-		89,716,330		112.69%		87,740		82,737		106.0%		1,152		0		-		-		-		-		-

		2018/10		904,814		101,330,172		0		-		108,372,002		93.50%		87,870		96,758		90.8%		1,153		0		-		-		-		-		-

		2018/11		902,780		101,102,360		0		-		107,716,571		93.86%		87,338		96,159		90.8%		1,158		0		-		-		-		-		-

		2018/12		1,039,580		116,422,613		0		-		108,797,539		107.01%		95,140		96,315		98.8%		1,224		0		-		-		-		-		-

						34,334,314										30,151						1,139

						34,334

		韓国 カンコク

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		6,706,938,740		670,693,874		0		-		680,174,538		98.61%		755,090		803,853		93.9%		888		0		-		-		-		-		-		10

		2018/01		566,061,780		56,606,178		0		-		57,115,579		99.11%		66,453		66,098		100.5%		852		0		-		-		-		-		-

		2018/02		520,514,890		52,051,489		0		-		52,995,374		98.22%		60,381		61,720		97.8%		862		0		-		-		-		-		-

		2018/03		572,189,740		57,218,974		0		-		50,865,872		112.49%		66,336		59,949		110.7%		863		0		-		-		-		-		-

		2018/04		541,064,440		54,106,444		0		-		54,753,092		98.82%		60,522		65,413		92.5%		894		0		-		-		-		-		-

		2018/05		564,352,660		56,435,266		0		-		57,043,792		98.93%		63,559		68,308		93.0%		888		0		-		-		-		-		-

		2018/06		535,459,550		53,545,955		0		-		56,203,125		95.27%		60,112		67,006		89.7%		891		0		-		-		-		-		-

		2018/07		605,035,010		60,503,501		0		-		59,664,308		101.41%		68,244		70,970		96.2%		887		0		-		-		-		-		-

		2018/08		600,337,740		60,033,774		0		-		60,273,538		99.60%		67,212		71,770		93.6%		893		0		-		-		-		-		-

		2018/09		539,093,950		53,909,395		0		-		54,244,144		99.38%		58,602		64,180		91.3%		920		0		-		-		-		-		-

		2018/10		551,903,530		55,190,353		0		-		56,888,227		97.02%		61,414		67,561		90.9%		899		0		-		-		-		-		-

		2018/11		542,895,370		54,289,537		0		-		57,939,978		93.70%		59,548		68,212		87.3%		912		0		-		-		-		-		-

		2018/12		568,030,080		56,803,008		0		-		62,187,509		91.34%		62,707		72,666		86.3%		906		0		-		-		-		-		-

						5,589,116										6,292						888

						5,589

		台湾 タイワン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計				2,971,667,163										4,616,338								0		-		-		-		-		-		28

		2018/04		73,235,984		262,917,183		0		-		251,137,520		104.69%		389,494		407,124		95.7%		675		0		-		-		-		-		-

		2018/05		68,393,158		245,531,437		0		-		257,344,792		95.41%		378,505		388,993		97.3%		649		0		-		-		-		-		-

		2018/06		71,168,994		255,496,688		0		-		254,627,460		100.34%		391,780		386,317		101.4%		652		0		-		-		-		-		-

		2018/07		77,465,930		278,102,689		0		-		291,768,623		95.32%		431,510		435,155		99.2%		644		0		-		-		-		-		-

		2018/08		68,986,210		247,660,494		0		-		279,460,312		88.62%		400,710		422,766		94.8%		618		0		-		-		-		-		-

		2018/09		66,685,851		239,402,205		0		-		209,331,593		114.37%		368,591		319,832		115.2%		650		0		-		-		-		-		-

		2018/10		65,631,275		235,616,277		0		-		262,058,946		89.91%		359,469		395,002		91.0%		655		0		-		-		-		-		-

		2018/11		60,463,169		217,062,777		0		-		238,986,853		90.83%		350,028		358,597		97.6%		620		0		-		-		-		-		-

		2018/12		74,003,339		265,671,987		0		-		270,622,985		98.17%		418,034		405,124		103.2%		636		0		-		-		-		-		-

		2019/01		66,674,732		239,362,288		0		-		229,919,385		104.11%		376,272		353,655		106.4%		636		0		-		-		-		-		-

		2019/02		68,961,950		247,573,401		0		-		271,017,195		91.35%		380,474		385,962		98.6%		651		0		-		-		-		-		-

		2019/03		66,091,849		237,269,738		0		-		236,765,436		100.21%		371,471		349,155		106.4%		639		0		-		-		-		-		-

						8,844,248										13,739						644

						8,844

		ロシア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		249,820,501		489,648,182		0		-		606,340,489		80.75%		619,308		768,902		80.5%		791		0		-		-		-		-		-		7

		2018/01		23,475,281		46,011,550		0		-		37,642,492		122.23%		57,336		48,483		118.3%		802		0		-		-		-		-		-

		2018/02		23,467,768		45,996,825		0		-		41,677,393		110.36%		58,371		53,890		108.3%		788		0		-		-		-		-		-

		2018/03		28,161,829		55,197,185		0		-		55,066,665		100.24%		69,347		70,917		97.8%		796		0		-		-		-		-		-

		2018/04		29,134,888		57,104,380		0		-		51,409,079		111.08%		71,632		65,798		108.9%		797		0		-		-		-		-		-

		2018/05		28,300,303		55,468,594		0		-		51,420,349		107.87%		69,890		66,385		105.3%		794		0		-		-		-		-		-

		2018/06		29,105,898		57,047,559		0		-		51,120,385		111.59%		69,055		62,666		110.2%		826		0		-		-		-		-		-

		2018/07		26,761,752		52,453,033		0		-		47,238,507		111.04%		64,403		59,162		108.9%		814		0		-		-		-		-		-

		2018/08		25,422,365		49,827,835		0		-		46,456,545		107.26%		61,844		62,566		98.8%		806		0		-		-		-		-		-

		2018/09		11,250,390		22,050,764		0		-		56,269,767		39.19%		30,150		69,913		43.1%		731		0		-		-		-		-		-

		2018/10		12,932,184		25,347,080		0		-		59,012,452		42.95%		35,088		73,440		47.8%		722		0		-		-		-		-		-

		2018/11		11,807,845		23,143,376		0		-		56,289,703		41.11%		32,192		69,802		46.1%		719		0		-		-		-		-		-

		2018/12		0		0		0		-		52,737,152		0.00%		0		65,880		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

						6,359,067										8,043						791

						6,359

		中国 チュウゴク

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		253,847,903		4,257,029,327		0		-		4,276,874,170		99.54%		6,629,104		6,377,268		103.9%		642		0		-		-		-		-		-		69

		2018/01		21,499,479		360,546,268		0		-		354,313,915		101.76%		547,348		520,677		105.1%		659		0		-		-		-		-		-

		2018/02		19,902,231		333,760,419		0		-		317,080,764		105.26%		517,272		471,878		109.6%		645		0		-		-		-		-		-

		2018/03		21,157,732		354,815,159		0		-		340,711,334		104.14%		537,201		509,587		105.4%		660		0		-		-		-		-		-

		2018/04		20,238,475		339,399,222		0		-		339,685,662		99.92%		510,965		494,047		103.4%		664		0		-		-		-		-		-

		2018/05		20,188,411		338,559,649		0		-		350,489,524		96.60%		559,414		518,800		107.8%		605		0		-		-		-		-		-

		2018/06		21,499,488		360,546,409		0		-		380,465,857		94.76%		654,384		552,143		118.5%		551		0		-		-		-		-		-

		2018/07		24,090,931		404,004,918		0		-		401,912,616		100.52%		634,219		600,567		105.6%		637		0		-		-		-		-		-

		2018/08		23,709,415		397,606,893		0		-		391,397,135		101.59%		601,990		597,178		100.8%		660		0		-		-		-		-		-

		2018/09		20,247,900		339,557,280		0		-		340,705,766		99.66%		521,964		521,082		100.2%		651		0		-		-		-		-		-

		2018/10		20,449,485		342,937,857		0		-		340,641,385		100.67%		529,361		522,324		101.3%		648		0		-		-		-		-		-

		2018/11		19,610,734		328,872,006		0		-		339,044,797		97.00%		504,097		506,954		99.4%		652		0		-		-		-		-		-

		2018/12		21,253,622		356,423,248		0		-		380,425,416		93.69%		510,889		562,031		90.9%		698		0		-		-		-		-		-

						5,141,340										8,006						642

						5,141

		タイ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		136,089,230		485,838,550		0		-		539,844,041		90.00%		876,307		1,107,020		79.2%		554		0		-		-		-		-		-		22

		2018/01		13,421,005		47,912,987		0		-		40,074,580		119.56%		101,773		76,489		133.1%		471		0		-		-		-		-		-

		2018/02		11,488,032		41,012,276		0		-		37,324,473		109.88%		84,617		71,707		118.0%		485		0		-		-		-		-		-

		2018/03		12,723,835		45,424,091		0		-		42,611,486		106.60%		94,942		86,311		110.0%		478		0		-		-		-		-		-

		2018/04		12,840,018		45,838,865		0		-		45,051,056		101.75%		95,161		92,636		102.7%		482		0		-		-		-		-		-

		2018/05		12,432,458		44,383,875		0		-		37,668,891		117.83%		93,249		81,002		115.1%		476		0		-		-		-		-		-

		2018/06		12,305,931		43,932,174		0		-		45,718,692		96.09%		93,433		93,906		99.5%		470		0		-		-		-		-		-

		2018/07		12,344,254		44,068,987		0		-		46,736,223		94.29%		94,490		97,973		96.4%		466		0		-		-		-		-		-

		2018/08		12,112,614		43,242,032		0		-		48,688,249		88.81%		92,877		100,836		92.1%		466		0		-		-		-		-		-

		2018/09		11,428,445		40,799,549		0		-		49,654,757		82.17%		86,171		101,589		84.8%		473		0		-		-		-		-		-

		2018/10		5,156,638		18,409,197		0		-		46,566,077		39.53%		39,594		96,613		41.0%		465		0		-		-		-		-		-

		2018/11		7,520,459		26,848,037		0		-		46,014,052		58.35%		0		94,430		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

		2018/12		12,315,541		43,966,481		0		-		53,735,506		81.82%		0		113,528		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

						1,840,298										3,319						554

						1,840

		カンボジア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		723,052		80,974,591		0		-		79,876,540		101.37%		174,243		162,171		107.4%		465		0		-		-		-		-		-		1

		2018/01		60,902		6,820,403		0		-		5,835,079		116.89%		16,075		11,579		138.8%		424		0		-		-		-		-		-

		2018/02		54,361		6,087,933		0		-		5,431,325		112.09%		14,896		10,550		141.2%		409		0		-		-		-		-		-

		2018/03		61,330		6,868,311		0		-		6,083,072		112.91%		16,130		11,790		136.8%		426		0		-		-		-		-		-

		2018/04		62,016		6,945,199		0		-		6,234,230		111.40%		15,308		12,235		125.1%		454		0		-		-		-		-		-

		2018/05		55,382		6,202,267		0		-		6,263,222		99.03%		13,486		12,003		112.4%		460		0		-		-		-		-		-

		2018/06		57,645		6,455,609		0		-		6,783,814		95.16%		14,438		13,411		107.7%		447		0		-		-		-		-		-

		2018/07		55,777		6,246,474		0		-		7,030,093		88.85%		13,565		14,230		95.3%		460		0		-		-		-		-		-

		2018/08		61,259		6,860,382		0		-		7,381,441		92.94%		13,868		17,560		79.0%		495		0		-		-		-		-		-

		2018/09		56,863		6,368,142		0		-		6,971,815		91.34%		12,830		16,316		78.6%		496		0		-		-		-		-		-

		2018/10		66,844		7,485,806		0		-		7,285,194		102.75%		15,078		8,131		185.4%		496		0		-		-		-		-		-

		2018/11		61,908		6,933,024		0		-		7,221,156		96.01%		13,870		16,264		85.3%		500		0		-		-		-		-		-

		2018/12		68,765		7,701,041		0		-		7,356,099		104.69%		14,699		18,102		81.2%		524		0		-		-		-		-		-

						6,747,883										14,520						465

						6,748



		フィリピン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		69,533,573		157,145,876		0		-		51,237,143		306.70%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-		1

		2018/01		5,292,606		11,961,289		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/02		5,112,480		11,554,205		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/03		5,498,906		12,427,527		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/04		5,373,300		12,143,657		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/05		5,335,998		12,059,355		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/06		5,364,759		12,124,355		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/07		5,704,955		12,893,197		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/08		5,886,499		13,303,488		0		-		6,529,648		203.74%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/09		5,779,436		13,061,526		0		-		10,703,669		122.03%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/10		6,103,613		13,794,166		0		-		10,936,373		126.13%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/11		7,099,325		16,044,475		0		-		10,674,562		150.31%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/12		6,981,697		15,778,635		0		-		12,392,892		127.32%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

						13,095,490										0						ERROR:#DIV/0!

						13,095



				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン				検算 ケンザン

				アメリカ (本土・ハワイ） ホンド		34,334		30,151		1,139				30,151		0				9364837.1399935

				韓国 カンコク		5,589		6,292		888				6,292		0				16312.6546754795

				台湾 タイワン		8,844		13,739		644				13,739		0

				カンボジア		6,748		14,520		465				14,520		0

				ロシア（持分）		6,359		8,043		791				8,043		0

				中国（持分） チュウゴク モチブン		5,141		8,006		642				8,006		0

				タイ（持分）		1,840		3,319		554				3,319		0



				日本 ニホン		9,364		16,312		574				16,314		(2)



				Overseas Marugame Seimen brand　Basic information						(Monthly data per store)

						Sales
 (1,000 yen)		# of Guests
 (person)		Sales per Guest
 (yen)

				USA		34,334		30,151		1,139

				South Korea		5,589		6,292		888

				Taiwan (ROC)		8,844		13,739		644

				Cambodia		6,748		14,520		465

				Russia<JV>		6,359		8,043		791

				China(PRC) <JV>		5,141		8,006		642

				Thailand <JV>		1,840		3,319		554



				Japan		9,364		16,312		574

				過去データ カコ

				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン

				アメリカ		26,129		27,025		967

				韓国 カンコク		5,290		7,119		743

				台湾 タイワン		11,937		22,143		539

				ロシア（持分）		7,198		9,602		750

				中国（持分） チュウゴク モチブン		7,092		11,545		614

				タイ（持分）		2,457		4,910		500



				日本 ニホン		9,000		16,393		548







				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン

				アメリカ		31,554		31,756		994

				韓国 カンコク		6,005		7,465		804

				台湾 タイワン		16,033		24,226		662

				ロシア（持分）		7,736		10,644		727

				中国（持分） チュウゴク モチブン		8,479		12,302		689

				タイ（持分）		3,160		5,895		536



				日本 ニホン		8,836		16,213		545









Sheet8

		ＢＩ　「月別・日別推移」　→　「当月レート」　は、前月末のレートを採用

		閉店日　＞＝2016/03/31　（3/31以前に閉店した店舗は含まない） 　 開店日　＜＝2015/12/31（12/31以前に開店した店舗を含む）　など　　を選択

		*は取る

		開店、閉店の情報は、右クリックでロックする

		⇒　2016/1/1から03/31まで、ひと月フルで営業していた店舗を対象にしている

		1Q		閉店日　＞＝2019/3/31　		開店日 ＜＝2018/12/31

		2Q		閉店日　＞＝2019/06/30　		開店日 ＜＝2018/12/31

		3Q		閉店日　＞＝2019/09/30　		開店日 ＜＝2018/12/31

		4Q		閉店日　＞＝2019/12/31　		開店日 ＜＝2018/12/31

		※台湾は注意

		※丸亀製麺だけ絞る

		アメリカ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		3,775,772		420,005,085		0		-		305,840,278		137.33%		337,051		275,982		122.1%		1,246		0		-		-		-		-		-		5

		2019/01		1,330,758		146,330,201		0		-		103,856,746		140.90%		119,232		95,555		124.8%		1,227		0		-		-		-		-		-

		2019/02		1,184,941		132,559,354		0		-		96,738,622		137.03%		106,025		86,846		122.1%		1,250		0		-		-		-		-		-

		2019/03		1,260,073		141,115,529		0		-		105,244,911		134.08%		111,794		93,581		119.5%		1,262		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						28,000,339										22,470						1,246

						28,000

		韓国

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		1,580,603,090		158,813,746		0		-		166,848,993		95.18%		168,792		193,299		87.3%		941		0		-		-		-		-		-		10

		2019/01		531,204,040		53,226,645		0		-		56,384,924		94.40%		56,111		66,028		85.0%		949		0		-		-		-		-		-

		2019/02		497,843,510		50,431,548		0		-		53,101,644		94.97%		52,356		60,794		86.1%		963		0		-		-		-		-		-

		2019/03		551,555,540		55,155,554		0		-		57,362,425		96.15%		60,325		66,477		90.7%		914		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						5,293,792										5,626						941

						5,294

		台湾

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		232,899,909		816,303,255		0		-		758,783,227		107.58%		1,329,643		1,181,087		112.6%		614		0		-		-		-		-		-		31

		2019/04		73,674,211		265,227,160		0		-		261,160,848		101.56%		416,169		386,621		107.6%		637		0		-		-		-		-		-

		2019/05		75,733,337		260,522,679		0		-		238,959,394		109.02%		427,957		385,683		111.0%		609		0		-		-		-		-		-

		2019/06		83,492,361		290,553,416		0		-		258,662,985		112.33%		485,517		408,783		118.8%		598		0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

		2020/01																						0		-		-		-		-		-

		2020/02																						0		-		-		-		-		-

		2020/03																						0		-		-		-		-		-

						8,777,454										14,297						614

						8,777

		ロシア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計																						0		-		-		-		-		-		7

		2019/01																						0		-		-		-		-		-

		2019/02																						0		-		-		-		-		-

		2019/03																						0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						0										0						ERROR:#DIV/0!

						0

		中国

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		69,477,772		1,162,673,494		0		-		1,061,504,165		109.53%		1,630,424		1,625,313		100.3%		713		0		-		-		-		-		-		82

		2019/01		24,548,265		406,273,781		0		-		355,683,668		114.22%		572,525		567,131		101.0%		710		0		-		-		-		-		-

		2019/02		20,942,029		354,129,712		0		-		339,296,373		104.37%		481,953		503,492		95.7%		735		0		-		-		-		-		-

		2019/03		23,987,478		402,270,001		0		-		366,524,124		109.75%		575,946		554,690		103.8%		698		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						4,726,315										6,628						713

						4,726

		タイ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		34,435,354		123,136,542		0		-		136,646,473		90.11%		253,698		284,956		89.0%		485		0		-		-		-		-		-		24

		2019/01		11,696,125		41,638,205		0		-		46,666,141		89.23%		86,060		99,389		86.6%		484		0		-		-		-		-		-

		2019/02		10,642,945		38,314,601		0		-		42,171,387		90.85%		78,347		86,202		90.9%		489		0		-		-		-		-		-

		2019/03		12,096,285		43,183,736		0		-		47,808,945		90.33%		89,291		99,365		89.9%		484		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						1,710,230										3,524						485

						1,710

		カンボジア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		212,624		23,661,393		0		-		19,685,795		120.20%		44,272		47,403		93.4%		534		0		-		-		-		-		-		1

		2019/01		70,102		7,708,390		0		-		6,646,907		115.97%		14,847		15,975		92.9%		519		0		-		-		-		-		-

		2019/02		67,257		7,524,062		0		-		6,105,202		123.24%		14,023		14,947		93.8%		537		0		-		-		-		-		-

		2019/03		75,265		8,428,942		0		-		6,933,686		121.57%		15,402		16,481		93.5%		547		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						7,887,131										14,757						534

						7,887



		フィリピン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		63,548,033		143,724,744		0		-		52,754,174		272.44%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-		4

		2019/01		20,170,105		45,181,036		0		-		11,837,618		381.67%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/02		12,739,773		29,301,477		0		-		13,061,748		224.33%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/03		30,638,155		69,242,230		0		-		27,854,807		248.58%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/04														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/05														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/06														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/07														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/08														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/09														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/10														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/11														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/12														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

						11,977,062										0						ERROR:#DIV/0!

						11,977



				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)				検算

				アメリカ (本土・ハワイ）		28,000		22,470		1,246				22,470		0				9364837.1399935

				韓国		5,294		5,626		941				5,626		0				16312.6546754795

				台湾		8,777		14,297		614				14,297		0

				カンボジア		7,887		14,757		534				14,757		0

				ロシア（持分）		0		0		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				中国（持分）		4,726		6,628		713				6,628		0

				タイ（持分）		1,710		3,524		485				3,524		0



				日本		9,813		17,685		555				17,681		4



				Overseas Marugame Seimen brand　Basic information						(Monthly data per store)

						Sales
 (1,000 yen)		# of Guests
 (person)		Sales per Guest
 (yen)

				USA		28,000		22,470		1,246

				South Korea		5,294		5,626		941

				Taiwan (ROC)		8,777		14,297		614

				Cambodia		7,887		14,757		534

				China(PRC) <JV>		4,726		6,628		713

				Thailand <JV>		1,710		3,524		485



				Japan		9,813		17,685		555

				過去データ

				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)

				アメリカ		26,129		27,025		967

				韓国		5,290		7,119		743

				台湾		11,937		22,143		539

				ロシア（持分）		7,198		9,602		750

				中国（持分）		7,092		11,545		614

				タイ（持分）		2,457		4,910		500



				日本		9,000		16,393		548







				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)

				アメリカ		31,554		31,756		994

				韓国		6,005		7,465		804

				台湾		16,033		24,226		662

				ロシア（持分）		7,736		10,644		727

				中国（持分）		8,479		12,302		689

				タイ（持分）		3,160		5,895		536



				日本		8,836		16,213		545









株主還元

				配当の推移

						2012年3月期		2014年
3月期		2015年
3月期		2016年
3月期		2017年
3月期		2018年
3月期		2019年
3月期		2020年
3月期
(予想) ヨソウ

				1株当たりの
年間配当額 ア		15円50銭		8円00銭		10円00銭		24円00銭		26円00銭		26円50銭		1円50銭		12円50銭

				配当性向		19.90%		37.00%		20.50%		19.90%		20.00%		24.68%		24.10%		20.56%



																										株主優待の内容

																										保有株式数		優待内容		継続保有優遇 ケイゾク ホユウ ユウグウ

																										実施回数 ジッシ カイスウ		年2回 ネン カイ		左記に追加 サキ ツイカ		年2回 ネン カイ

																										100株以上～200株未満		4,000円相当の割引券 ワリビキケン				ー

																										200株以上～500株未満		4,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン

																										500株以上～1,000株未満		10,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン

																										1,000株以上		15,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン



				Changes in Dividends

						Year ended March 31, 2012		Year ended March 31, 2014		Year ended March 31, 2015		Year ended March 31, 2016		Year ended March 31, 2017		Year ended March 31, 2018		Year ended March 31, 2019		Year ended March 31, 2020
(estimated)

				Annual dividend per share		15.50yen		8.00yen		10.00yen		24.00yen		26.00yen		26.50yen		1.50yen		12.50yen																Annual dividend per share

				Dividend payout ratio		19.90%		37.00%		20.50%		19.90%		20.00%		20.00%		24.10%		20.56%																Dividend payout ratio



																										Shareholder incentives

																										Number of shares		Incentive		Preferential treatment for continuous holding

																										The number of times		Twice a year		Twice a year						Shareholder incentives

																										100 - 200		4,000 yen value coupon 		Add to left		-				Shareholder incentives

																										200 - 500		4,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 

																										500 - 1,000		10,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 

																										1,000+  		15,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 





丸亀製麺　既存店

																																				Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar

						2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		2018年
3月期 ネン ガツキ		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		10月																												2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月 ガツ		2月		3月		4月 ガツ		5月 ガツ		6月

						FY 2015		FY 2016		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep						FY 2015		FY 2016		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun

						FY 2015		FY 2016		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		FY 2017 		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月						FY 2015		FY 2016		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar

				Net Sales		106.7%		103.8%		104.8%		105.2%		107.0%		110.2%		104.2%		105.1%		100.6%		100.5%		107.6%		103.2%		103.1%		101.1%		104.4%		103.3%		94.4%		97.9%		96.3%		95.2%		92.2%		96.5%		101.8%		96.3%		97.6%		96.8%		99.6%		96.7%		110.1%		105.7%		103.0%		106.2%		111.3%						2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月

				# of guests - Head count		101.8%		103.0%		104.1%		102.5%		102.5%		104.2%		98.6%		101.4%		99.1%		98.6%		101.7%		99.7%		99.5%		98.2%		100.8%		97.6%		91.0%		95.2%		99.8%		97.5%		93.0%		93.9%		99.6%		96.1%		94.9%		96.6%		98.7%		99.0%		122.6%		106.6%		99.3%		104.1%		111.5%				売上 ウリアゲ		106.7%		103.8%		104.4%		103.3%		94.4%		97.9%		96.3%		95.2%		92.2%		96.5%		101.8%		96.3%								97%		110%		106%
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				FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018.2Q

				8,084,319		8,375,678		8,820,127		9,151,859		9,515,486		9,393,999

				8,084		8,376		8,820		9,152		9,515		9,394

												117.7%		112.2%

												1,431

				2013.04-2014.03		2014.04-2015.03		2015.04-2016.03		2016.04-2017.03		2017.04-2018.03		2018.04-2019.03

				2014年
3月期 ネン ガツキ		2015年
3月期 ネン ガツキ		2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		2019年
3月期3Q ネン ガツキ

				8,084,319		8,375,678		8,821,908		9,153,590		9,517,802		9290333.95227737

				8,084		8,376		8,822		9,154		9,518		9,290

												117.7%		114.9%

												1,433,483		1,206,015

				FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018.2Q

				2014年
3月期 ネン ガツキ		2015年
3月期 ネン ガツキ		2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		2019年
3月期3Q ネン ガツキ



2014年	
3月期	2015年	
3月期	2016年	
3月期	2017年	
3月期	2018年	
3月期	2019年	
3月期3Q	8084.3188461100035	8375.6776849462367	8821.9075525010794	9153.5900605864608	9517.8017006252685	9290.3339522773695	

IFRS16

				大きな変更点は、これまでのファイナンス・リースとオペレーティング・リースという分類がなくなり、あらゆるリースが資産計上されることだ。その結果、莫大な金額のリースが企業会計上に表面化することとなる。さらに、損益計算書上では、ほとんどのオペレーティング・リースの初期の影響が大きくなる。つまり、リースの初期費用が上がる。



				2019年の新基準適用以降、上場企業は2017年と18年の財務諸表にさかのぼって新基準適用を求められることとなる。非上場企業に関しても、同様に2018年と19年にさかのぼって適用となる。

				BS												ＰＬ

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				資産 シサン		○						○●				売上 ウリアゲ

				負債 フサイ		○						○●				販管費 ハ				●

																ＥＢＩＴＤＡ

				簿外 ボガイ				●								減価償却 ゲンカ ショウキャク		○						○●

																営業利益 エイギョウ リエキ

																財務費用 ザイム ヒヨウ		○						○●

																税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ





Sheet2

																								（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS（2019/4/1）※												ＰＬ(2019/4/1～2020/3/31)※

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								84,530				売上 ウリアゲ

				リース資産 シサン		5,658										販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン				15,443

				リース負債 フサイ		3,536						82,407				ＥＢＩＴＤＡ

																減価償却 ゲンカ ショウキャク		○						14,584

				簿外 ボガイ				●								営業利益 エイギョウ リエキ

																財務費用 ザイム ヒヨウ		○						498

																税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ



				BS（新規計上額）※ シンキ ケイジョウ ガク

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								78,872

				リース資産 シサン		○

				リース負債 フサイ		○						78,872



				簿外 ボガイ				●

				※IFRS16影響額に関しましては、将来期間の為替レートが不明、減損が未確定、社宅データが最新のものではないなど、

				数値の変動要素はありますので、その点はご留意ください。





Sheet3

																								（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS（2019/4/1）												ＰＬ(2019/4/1～2020/3/31)

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								84,530				売上 ウリアゲ

				リース資産 シサン		5,658										販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン				15,443

				リース負債 フサイ		3,536						82,407				ＥＢＩＴＤＡ

																減価償却 ゲンカ ショウキャク								14,584

				BS（新規計上額） シンキ ケイジョウ ガク												営業利益 エイギョウ リエキ

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン				財務費用 ザイム ヒヨウ								498

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース				税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ

				使用権資産 シヨウケン シサン								78,872

				リース資産 シサン

				リース負債 フサイ								78,872

				※IFRS16影響額に関しましては、将来期間の為替レートが不明、減損が未確定、社宅データが最新のものではないなど、

				数値の変動要素はありますので、その点はご留意ください。





Sheet6

																				（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS期首影響額 キシュ エイキョウガク										ＰＬ影響額(2019/4/1～2019/6/30) エイキョウガク

						旧会計基準(2019/3/31現在) キュウ カイケイ キジュン ゲンザイ		新基準により
追加的に認識(2019/4/1現在) シン キジュン ツイカテキ ニンシキ ゲンザイ		合計 ゴウケイ						旧会計基準 キュウ		IFRS16
影響額 エイキョウガク		新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース

				使用権資産 シヨウケン シサン				78,094		78,094				売上 ウリアゲ		39,212		0		39,212

				有形リース資産(期末帳簿価額) ユウケイ シサン キマツ チョウボ カガク		2,364				2,364				販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン		4,555		-3,735		819

				リース負債 フサイ		3,536		79,928		83,464				ＥＢＩＴＤＡ		3,653		3,624		7,277

				利益剰余金の減少(税効果会計等考慮後) リエキ ジョウヨキン ゲンショウ ゼイ コウカ カイケイ トウ コウリョ ゴ				880		880				減価償却 ゲンカ ショウキャク		1,126		3,624		4,751

														営業利益 エイギョウ リエキ		1,940		111		2,051

														金融費用 キンユウ ヒヨウ		345		124		469

														税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ		1,382		-13		1,369
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3月 ネン ガツ		2022年
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Sheet7

				現状 ゲンジョウ												修正案 シュウセイ アン

						店舗数 テンポ スウ		売上（億円） ウリアゲ オク エン		売上（億円）
/店 ウリアゲ オク エン テン		月商（万円）
/店 ゲツ ショウ マン エン テン						店舗数 テンポ スウ		売上（億円） ウリアゲ オク エン		売上（億円）
/店 ウリアゲ オク エン テン		月商（万円）
/店 ゲツ ショウ マン エン テン

				北米 ホクベイ		1,000		1,000		1.0		833				北米 ホクベイ		1,000		1,000		1.0		833

				中南米 チュウナンベイ		200		100		0.5		417				中南米 チュウナンベイ		200		150		0.8		625

				欧州(+中東） オウシュウ チュウトウ		500		50		0.1		83		⇒		欧州(+中東） オウシュウ チュウトウ		500		350		0.7		583

				アジア		2,300		1,350		0.6		489				アジア		2,000		1,250		0.6		521

				日本 ニホン		2,000		2,500		1.3		1,042				日本 ニホン		2,000		2,000		1.0		833

																　TDJ以外 イガイ		300		250		0.8		694

						6,000		5,000		0.8		694						6,000		5,000		0.8		694
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2020年3月期業績予想 (丸亀製麺、海外事業)

 新規出店 32店舗 (RS･都心：22店、SC：10店)
 既存店前提 104.1% (上半期 105.3%､下半期 103%)

（単位：百万円）

 新規出店 145店舗
・連結子会社69店 WOK TO WALK 42店､雲南ヌードル 18店など
・持分法適用会社52店舗

中国 13店、Boat Noodle等 15店､Poke 20店など
・純粋FC24店 インドネシア 15店、フィリピン ７店など

（単位：百万円）

26

2020年3月期業績予想 (丸亀製麺、海外事業)

海外事業セグメントPL 前年比

売上収益 33,294 100.0% 30,242 100.0% 110.1%

セグメント利益 4,261 12.8% 3,258 10.8% 130.8%

2020年3月期 前年

丸亀製麺セグメントPL 前年比

売上収益 97,880 100.0% 89,944 100.0% 108.8%

セグメント利益 14,408 14.7% 12,438 13.8% 115.8%

2020年3月期 前年


2Q



				連結PL (IFRS) レンケツ

						第2四半期 ダイ シハンキ						計画 ケイカク								前年同期 マエ ネン ドウキ キ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネンヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		80,017		100.0%		111.2%		77,748		100.0%		102.9%				71,980		100.0%

				事業利益 ジギョウ リエキ		5,840		7.3%		132.9%		3,651		4.7%		160.0%				4,393		6.1%

				EBITDA		15,499		19.4%		231.2%		13,793		17.7%		112.4%				6,705		9.3%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		15,560		19.4%		226.4%		14,093		18.1%		110.4%				6,872		9.5%

				営業利益 エイギョウ リエキ		5,084		6.4%		123.3%		3,359		4.3%		151.4%				4,122		5.7%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		4,100		5.1%		99.3%		3,073		4.0%		133.4%				4,127		5.7%

				四半期利益 シハンキ リエキ		2,601		3.3%		89.0%		2,009		2.6%		129.5%				2,923		4.1%				←値張り注意 アタイ バ チュウイ

				親会社の所有者に帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウ キ リエキ		2,569		3.2%		87.1%		1,948		2.5%		131.9%				2,948		4.1%



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		108.5%		47,039		100.0%		104.6%				45,346		100.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%				←　自動リンク ジドウ







				Consolidated PL (IFRS)																												Planned（計画した・された）　

						2Q FY 2019 						2Q FY 2019 (forecast) 								Previous period												一語だけでは違和感がありますがいかがでしょうか

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 				Amount		% to Revenue

				Revenue		80,017		100.0%		111.2%		77,748		100.0%		102.9%				71,980		100.0%										上期計画　H1 2018 (forecast) 

				Contribution margin		5,840		7.3%		132.9%		3,651		5%		160.0%				4,393		6.1%

				EBITDA		15,499		19.4%		231.2%		13,793		18%		112.4%				6,705		9.3%

				Adjusted EBITDA		15,560		19.4%		226.4%		14,093		18.1%		110.4%				6,872		9.5%										売上費　% to Sales 

				Operating profit		5,084		6.4%		123.3%		3,359		4.3%		151.4%				4,122		5.7%

				Profit before tax		4,100		5.1%		99.3%		3,073		4.0%		133.4%				4,127		5.7%										計画比 % to Plan 

				Profit for the year		2,601		3.3%		89.0%		2,009		2.6%		129.5%				2,923		4.1%

				Profit for the year attributable to owners of the parents		2,569		3.2%		87.1%		1,948		2.5%		131.9%				2,948		4.1%										前年比 YoY



				Marugameseimen segment																												英語では、表記の統一が重要になります。

				Revenue		49,183		100%		108.5%		47,039		100%		104.6%				45,346		100%										Pnanned(FY2018 2Q)

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%										 (2Q 2018) と期が前に来ます。

				Overseas segment																												カッコの前後には半角スペースが必要です。

				Revenue		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%





















4Q1



				連結PL (IFRS) レンケツ

						当期 トウキ										計画 ケイカク								前期 ゼンキ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		進捗率 シンチョク リツ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネンヒ				※値張りがあるので、計算式をチェック アタイ バ ケイサン シキ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		116,504		100.0%		49,660		100.0%		114.5%		112,233		100.0%		103.8%				101,779		100.0%		114.5%

				EBITDA		11,745		10.1%		-		-		-		-		-		-				12,167		12.0%		96.5%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		12,362		10.6%		-		-		96%		14,057		12.5%		87.9%				12,934		12.7%		95.6%

				営業利益 エイギョウ リエキ		7,635		6.6%		4,490		9.0%		88.6%		8,851		7.9%		86.3%				8,619		8.5%		88.6%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		7,175		6.2%		4,380		8.8%		84.8%		8,993		8.0%		79.8%				8,466		8.3%		84.8%

				当期利益 トウキ リエキ		4,663		4.0%		2,800		5.6%		83.5%		5,968		5.3%		78.1%				5,585		5.5%		83.5%				78.1%		※値張り アタイ バ

				親会社の所有者に帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウ キ リエキ		4,665		4.0%		2,810		5.7%		82.8%		5,970		5.3%		78.1%				5,631		5.5%		82.8%				78.1%		※値張り アタイ バ



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		49,660		100.0%		57.5%		89,306		100.0%		55.1%				85,598		100.0%		57.5%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		7,832		6.7%		-		-		-		14,913		-		-				13,674		13.4%		57.3%				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		49,660		100.0%		287.0%		6,876		100.0%		243.2%				5,826		100.0%		287.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		2,352		2.0%		-		-		-		366		-		-				363		0.4%		647.9%				←　自動リンク ジドウ

										　







				Consolidated PL (IFRS)

						FY 2017										FY 2017 Plan								Previous period

						Amount		Ratio to
Revenue		Planned		Ratio to
Revenue		Ratio to
Plannede		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Planned				Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		116,504		100.0%		49,660		100.0%		114.5%		112,233		100.0%		103.8%		0		101,779		100.0%		114.5%

				EBITDA		11,745		10.1%		-		-		-		-		-		-		0		12,167		12.0%		96.5%

				Adjusted EBITDA		12,362		10.6%		-		-		96%		14,057		12.5%		87.9%		0		12,934		12.7%		95.6%

				Operating profit		7,635		6.6%		4,490		9.0%		88.6%		8,851		7.9%		86.3%		0		8,619		8.5%		88.6%

				Profit before tax		7,175		6.2%		4,380		8.8%		84.8%		8,993		8.0%		79.8%		0		8,466		8.3%		84.8%

				Profit for the year		4,663		4.0%		2,800		5.6%		83.5%		5,968		5.3%		78.1%		0		5,585		5.5%		83.5%

				Profit for the year attributable to owners of the parents		4,665		4.0%		2,810		5.7%		82.8%		5,970		5.3%		78.1%		0		5,631		5.5%		82.8%

				Marugameseimen segment

				Revenue		49,183		100.0%		49,660		100.0%		57.5%		89,306		100.0%		55.1%		0		85,598		100.0%		57.5%

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		6.7%		-		-		-		14,913		-		-		0		13,674		13.4%		57.3%

				Overseas segment

				Revenue		16,720		100.0%		49,660		100.0%		287.0%		6,876		100.0%		243.2%		0		5,826		100.0%		287.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		2,352		2.0%		-		-		-		366		-		-		0		363		0.4%		647.9%





4Q



				連結PL (IFRS) レンケツ

						当期 トウキ						計画 ケイカク								前期 マエ ドウキ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		145,022		100.0%		124.5%		144,673		100.0%		100.2%				116,504		100.0%		124.5%

				EBITDA		8,671		6.0%		73.8%		-		-		-				11,745		10.1%		73.8%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		12,402		8.6%		100.3%		-		-		-				12,362		10.6%		100.3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		2,302		1.6%		30.2%		4,710		3.3%		48.9%				7,635		6.6%		30.2%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		1,337		0.9%		18.6%		4,219		2.9%		31.7%				7,175		6.2%		18.6%

				当期利益 トウキ リエキ		221		0.2%		4.7%		3,017		2.1%		7.3%				4,663		4.0%		4.7%				←値張り注意 アタイ バ チュウイ

				親会社の所有者に帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウ キ リエキ		267		0.2%		5.7%		3,105		2.1%		8.6%				4,665		4.0%		5.7%



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		108.5%		47,039		100.0%		104.6%				45,346		100.0%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%		0.0%				←　自動リンク ジドウ







				Consolidated PL (IFRS)																														Planned（計画した・された）　

						FY 2019 						Full -year forecast								FY 2018														一語だけでは違和感がありますがいかがでしょうか

						Millions of yen		Ratio to revenue		YoY change		Millions of yen		Ratio to revenue		Ratio to budget				Millions of yen		Ratio to revenue		YoY change

				Revenue		145,022		100.0%		124.5%		144,673		100.0%		100.2%				116,504		100.0%		124.5%										上期計画　H1 2018 (forecast) 

				EBITDA		8,671		6.0%		73.8%		-		-		-				11,745		10.1%		73.8%

				Adjusted EBITDA		12,402		8.6%		100.3%		-		-		-				12,362		10.6%		100.3%										売上費　% to Sales 

				Operating profit		2,302		1.6%		30.2%		4,710		3.3%		48.9%				7,635		6.6%		30.2%

				Profit before tax		1,337		0.9%		18.6%		4,219		2.9%		31.7%				7,175		6.2%		18.6%										計画比 % to Plan 

				Profit for the year		221		0.2%		4.7%		3,017		2.1%		7.3%				4,663		4.0%		4.7%

				Profit for the year attributable to owners of the parents		267		0.2%		5.7%		3,105		2.1%		8.6%				4,665		4.0%		5.7%										前年比 YoY



				Marugameseimen segment																														英語では、表記の統一が重要になります。

				Revenue		49,183		100%		108.5%		47,039		100%		104.6%				45,346		100%		0.0%										Pnanned(FY2018 2Q)

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%		0.0%										 (2Q 2018) と期が前に来ます。

				Overseas segment																														カッコの前後には半角スペースが必要です。

				Revenue		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%		0.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%		0.0%





















丸亀PL



				※項目　丸亀製麺を更新すれば他のセグメントもリンク コウモク マ コウシン タ																																																				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期 ダイ シハンキ						計画 ケイカク										前年同期 ゼンネン ドウキ																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキ ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキ ヒ																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		108.5%		47,039		100.0%		104.6%		104.6%				45,346		100.0%		108.5%																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%		117.8%				6,595		14.5%		118.8%		1,237																												税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Marugameseimen segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		49,183		100%		108.5%		47,039		100%		104.6%		104.6%				45,346		100%		108.5%										19,324		-		254.5%

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%		117.8%				6,595		14.5%		118.8%										14,576		75.4%		53.7%























とん一PL



																																																								その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				豚屋とん一セグメントPL  ブタ ヤ イチ																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期						計画										前年同期																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		1,827		100.0%		95.5%		1,940		100.0%		94.2%		94.2%				1,913		100.0%		95.5%																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ		55		3.0%		-		29		1.5%		188.2%		-				△ 11		-		-500.0%		66																												税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Butaya tonichi segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		1,827		100.0%		95.5%		1,940		100.0%		94.2%		94.2%				1,913		100.0%		95.5%										19,324		-		9.5%

				Operating profit of Butaya tonichi segment		55		3.0%		-		29		1.5%		2		-				△ 11		-		-500.0%										14,576		75.4%		0.4%























カフェPL



																																																								その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				カフェセグメントPL 																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期						計画										前年同期																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		2,595		100.0%		149.0%		2,278		100.0%		113.9%		113.9%				1,742		100.0%		149.0%																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ		116		4.5%		-		94		4.1%		123.4%		-				69		-		168.1%		47																												税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Butaya tonichi segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		2,595		100.0%		149.0%		2,278		100.0%		113.9%		113.9%				1,742		100.0%		149.0%										19,324		-		13.4%

				Operating profit of Butaya tonichi segment		116		4.5%		-		94		4.1%		1		-				69		-		168.1%										14,576		75.4%		0.8%























海外ＰＬ

				海外事業セグメントＰＬ カイガイ ジギョウ

						第2四半期						計画										前年同期

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%		102.0%				14,906		100.0%		112.2%

				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%		124.5%				1,695		11.4%		138.8%		657







				Overseas segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%		102.0%				14,906		100.0%		112.2%

				Operating profit of Overseas segment		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%		124.5%				1,695		11.4%		138.8%

















店舗数



								2019年
3月末 ネン ガツ マツ		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								出店		退店		2019年
9月末 ネン ガツ マツ

										1Q		2Q		3Q		4Q

				国内 コクナイ				1,103		7		0		-2		-4		36		16		1,123

						内、丸亀製麺 ウチ		817		7				-2		-4		11		4		824

				海外 カイガイ				575		-1				1		1		61		34		602

				合 計 ゴウ ケイ				1,678		6		0		-1		-3		97		50		1,725





								2019
Mar		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								Open		Close		2019
June

										1Q		2Q		3Q		4Q

				Domestic				1,103		7		0		(2)		(4)		36		16		1,123

						Marugame Seimen		817		7		0		(2)		(4)		11		4		824

				Overseas				575		(1)		0		1		1		61		34		602

				Total				1,678		6		0		(1)		(3)		97		50		1,725



















国内店舗数

				国内 コクナイ

				運営業態 ウンエイ ギョウタイ						2019年
3月末 ネン ガツ マツ		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								累計 ルイケイ				2019年
9月末 ネン ガツ マツ

												1Q		2Q		3Q		4Q		出店 シュッテン		退店 タイ テン

				丸亀製麺（うどん） マルガメ セイメン						817		5		1		2		-3		11		4		824

						RS				637		7				-2		-4		4		3		638

						SC				180		-2		1		4		1		7		1		186

				とりどーる（焼き鳥） ヤ トリ						15		-1		-1						0		2		13

				豚屋とん一等（豚カツ・トンテキ） ブタ ヤ イチ トウ トン						53										1		0		54

				丸醤屋（ラーメン） マル ジャン ヤ						11								-1		0		1		10

				長田本庄軒（焼きそば） ナ ヤ						10										2		0		12

				コナズ珈琲等（カフェ） コーヒー トウ						29										4		0		33

				天ぷらまきの（天ぷら定食） テン テン テイショク						11										5		0		16

				晩杯屋（立ち飲み） ※1 バン ハイ ヤ タ ノ						49										0		4		45

				ずんどう屋（ラーメン） ヤ						45										3		0		48

				その他 タ						63		-1				1		1		10		5		68				出店 シュッテン		ヤマキ 7、鳥八代 １、いぶき １、福はうち １ トリ ハチダイ フク

				合 計 ゴウ ケイ						1,103		3		0		3		-3		36		16		1,123				退店 タイテン		Collective 2、麺屋どおり １、ヤマキ ２、 メン ヤ









				Domestic

				Brands						Mar
2019		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								During period				Sep
2019								Roadside locations "roadside"は一語です。

												1Q		2Q		3Q		4Q		Open		Close

				Marugame Seimen (Udon)						817		5		1		2		-3		11		4		824								Mall locations/Shopping center locaitons

						Roadside locations				637		7		0		-2		-4		4		3		638

						Shopping center locaitons				180		-2		1		4		1		7		1		186								ショッピングセンターは固有名詞ではないので

				Toridoll (Yakitori)						15		-1		-1		0		0		0		2		13								最初だけ大文字です。

				Butaya Tonichi （Tonkatsu,tonteki）						53		0		0		0		0		1		0		54								とんいちの表記の揺らぎを統一する必要があります

				Marushoya (Ramen)						11		0		0		0		-1		0		1		10

				Nagatahonjoken (Yakisoba)						10		0		0		0		0		2		0		12

				Kona's CoffeeRoasted（Cafe）						29		0		0		0		0		4		0		33

				Makino（Tenpura）						11		0		0		0		0		5		0		16

				Banpaiya (Standing Bar)						49		0		0		0		0		0		4		45

				Zundoya (Ramen)						45		0		0		0		0		3		0		48

				Others						63		-1		0		1		1		10		5		68

				Total						1,103		3		0		3		-3		36		16		1,123























海外店舗数

						海外 カイガイ

						業態 ギョウタイ		運営形態 ウンエイ ケイタイ		持分
比率 モチブン ヒリツ		エリア		直営 チョクエイ								FC								総合計 ソウ ゴウケイ

														2019年 ネン		通期累計 ツウキ ルイ ケイ				2019年 ネン		2019年 ネン		通期累計 ツウキ ルイ ケイ				2019年 ネン

														3月末 ガツ マツ		出店 シュッテン		退店 シリゾ ミセ		9月末 ガツ マツ		3月末 ガツ マツ		出店 シュッテン		退店 シリゾ ミセ		9月末 ガツ マツ

						丸亀製麺 マルガメ セイメン		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		6		2		0		8		0		0		0		0		8

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		韓国 カンコク		6		0		-1		5		4		0		0		4		9

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		90%		台湾 タイワン		30		1		0		31		0		0		0		0		31

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		65%		カンボジア		2		0		-1		1		0		2		0		2		3

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		タイ		19		0		0		19		0		0		0		0		19

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		37%		中国 チュウゴク		76		9		-10		75		5		0		0		5		80		(丸亀製麺等） マルガメ セイメン トウ

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		33%		シンガポール		3		0		0		3		0		0		0		0		3

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		インドネシア		0		0		0		0		51		7		-1		57		57

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		ベトナム		0		0		0		0		10		0		0		10		10

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		オーストラリア		0		0		0		0		2		2		0		4		4

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		フィリピン		0		0		0		0		4		3		0		7		7

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		ロシア		0		0		0		0		6		1		0		7		7		⇒　次回より「ロイヤリティ収入」に変更 ジカイ シュウニュウ ヘンコウ

						譚仔雲南米線		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		中国(香港） チュウゴク ホンコン		53		2		0		55		0		0		0		0		55

						譚仔三哥米線		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		中国(香港） チュウゴク		54		4		0		58		0		0		0		0		58

						MONSTER CURRY		連結子会社 レンケツ コガイシャ		70%		シンガポール		13		0		0		13		0		0		0		0		13

						Wok to Walk		連結子会社 レンケツ コガイシャ		60%		欧州等 オウシュウ トウ		2		0		-2		0		101		11		-6		106		106		←将来的にはエリア別記載とChill Chillの分離を検討 ショウライテキ ベツ キサイ ブンリ ケントウ

						Boat Noodle等 トウ		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		49%		マレーシア等 トウ		65		3		-10		58		6		3		0		9		67		←ＦＣ：インドネシア、ブルネイ、シンガポール

						Boat Noodle		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		ミャンマー		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Shoryu（昇龍） ショウリュウ		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		39%		イギリス		11		0		0		11		0		0		0		0		11

						Poke		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		アメリカ等 トウ		32		0		-1		31		7		11		0		18		49

						とん一 イチ		連結子会社 レンケツ コガイシャ		90%		台湾 タイワン		4		0		-2		2		0		0		0		0		2

						Tokyo Table		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		1		0		0		1		0		0		0		0		1		←Saly Papa含む フク

						Crackin' Kitchen等 トウ		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						合　計 ア ケイ								379		21		-27		373		196		40		-7		229		602



						Overseas

						Brands		Units		Shareholding ratio		Area		 Own stores								FC								Total										3Q FY2017

														2019		FY2019				2019		2019		FY2019				2019												Open　Openings

														Mar		Openings		Closures		Sep		Mar		Openings		Closures		Sep												Close　Closures

						Marugame Seimen		Subsidiaries		100%		USA		6		2		0		8		0		0		0		0		8										Direct operation → Own stores

								Subsidiaries		100%		Korea		6		0		-1		5		4		0		0		4		9										Investment ratio → Shareholding ratio

								Subsidiaries		90%		Taiwan		30		1		0		31		0		0		0		0		31										Operation form → Units

								Subsidiaries		65%		Cambodia		2		0		-1		1		0		2		0		2		3										JVs → Joint ventures

								JVs		40%		Thailand		19		0		0		19		0		0		0		0		19

								JVs		37%		China		76		9		-10		75		5		0		0		5		80		(丸亀製麺等） マルガメ セイメン トウ								Zundouya は海外では　Zund　でしょうか

								JVs		33%		Singapore		3		0		0		3		0		0		0		0		3										また雲南ヌードルの社名も英語にしてください

								FCs		-		Indonesia		0		0		0		0		51		7		-1		57		57										Tam Jai Yunnan Mixian  

								FCs		-		Vietnam		0		0		0		0		10		0		0		10		10										Tam Jai Sam Gor Mixian

								FCs		-		Australia		0		0		0		0		2		2		0		4		4

								FCs		-		Philippines		0		0		0		0		4		3		0		7		7

								FCs		-		Russia		0		0		0		0		6		1		0		7		7										FCS → Franchise stores

						Tam Jai Yunnan Mixian  		Subsidiaries		100%		China		53		2		0		55		0		0		0		0		55

						Tam Jai Sam Gor Mixian		Subsidiaries		100%		China		54		4		0		58		0		0		0		0		58

						MONSTER CURRY		Subsidiaries		70%		Singapore		13		0		0		13		0		0		0		0		13

						Wok to Walk		Subsidiaries		60%		Europe, etc		2		0		-2		0		101		11		-6		106		106

						Boat Noodle, etc		JVs		49%		Malaysia, etc		65		3		-10		58		6		3		0		9		67		←将来的にはエリア別記載とChill Chillの分離を検討 ショウライテキ ベツ キサイ ブンリ ケントウ

						Boat Noodle		JVs		40%		Myanmar		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Shoryu		JVs		39%		UK		11		0		0		11		0		0		0		0		11

						Poke		JVs				USA, etc		32		0		-1		31		7		11		0		18		49

						Ton-ichi		Subsidiaries		90%		Taiwan		4		0		-2		2		0		0		0		0		2

						Tokyo Table		Subsidiaries		100%		USA		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Crackin' Kitchen		Subsidiaries		100%		USA		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Total								379		21		-27		373		196		40		-7		229		602







販管費

						↓　値張り アタイ バ																				Dec
2016		Increase of COGS ratio		Increase of labor cost ratio		Decrease of utitily cost ratio		Increase of Advertising cost ratio		Decrease of other cost ratio		Dec
2017						Outsourced expenses cost ratio

				IFRS																				A		0.0%		6.1%		5.2%		5.2%		5.37%		5.373%		0.0%						4.68%

						当期 トウ キ		前期 ゼン キ		当期 トウ キ		前期 ゼン キ												B		6.6%		0.5%		1.0%		0.3%		0.1%		0.1%		5.5%						0.7%

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		84,611,870,484		76,410,732,534		100.0%		100.0%								6.63%								7.1%		6.2%		5.5%		5.60%		5.47%								6.29%

				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		22,114,638,095		19,597,952,094		26.1%		25.6%		0.49%		0.5%				0.49%																		-0.003%

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		62,497,232,389		56,812,780,440		73.9%		74.4%		-0.49%		-0.5%				0.95%						12.63%												11.38%

				人件費 ジンケンヒ		25,998,829,075		22,750,669,742		30.7%		29.8%		0.95%		1.0%				-0.30%

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		5,600,694,221		5,285,510,882		6.6%		6.9%		-0.30%		-0.3%				0.11%

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		3,008,620,794		2,630,257,849		3.6%		3.4%		0.11%		0.2%				0.30%

				外部委託費 ガイブ イタク ヒ		1,204,491,635		556,939,561		1.4%		0.7%		0.69%		0.9%

				減価償却 ゲンカ ショウキャク		2,822,536,290		2,630,600,253		3.3%		3.4%		-0.11%		0.1%

				非経常的費用項目 ヒ ケイジョウ テキ ヒヨウ コウモク						0.0%		0.0%		0.00%		0.0%

				その他経費 タ ケイヒ		20,280,276,639		18,621,209,302		24.0%		24.4%		-0.40%		-0.4%

				販管費合計 ハンカンヒ ゴウケイ		56,092,912,364		49,844,587,336		66.3%		65.2%		1.06%		1.1%

				減損損失 ゲンソン ソンシツ		197,019,359		174,192,361		0.2%		0.2%		0.00%		0.0%

				その他の営業収益		209,974,802		373,096,998		0.2%		0.5%		-0.24%		-0.2%

				その他の営業費用		290,358,876		182,532,680		0.3%		0.2%		0.10%		0.1%

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,126,916,592		6,984,565,061		7.2%		9.1%		-1.90%		-1.9%

				金融収益		214,537,303		158,888,535		0.3%		0.2%		0.05%		0.0%

				金融費用		204,615,613		209,755,449		0.2%		0.3%		-0.03%		-0.0%

				持分法による投資損益		(45,923,735)		32,780,539		-0.1%		0.0%		-0.10%		-0.1%

				税引前利益-IFRS		6,090,914,547		6,966,478,686		7.2%		9.1%		-1.92%		-1.9%



				EBITDA		9,029,836,956		9,424,600,996		10.7%		12.3%		-1.66%		-1.7%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		9,625,721,108		9,650,528,423		11.4%		12.6%		-1.25%		0.1%





				※アウトラインの資料は＋－がややこしいので、アウトラインと違う資料をもらうこと！ シリョウ チガ シリョウ



						当期 トウ キ				前期 ゼン キ

				売上収益-IFRS		84,611,870,484				76,410,732,534

				売上原価-IFRS		22,114,638,095		26.1%		19,597,952,094		25.6%		0.5%

				売上総利益-IFRS		62,497,232,389		73.9%		56,812,780,440		74.4%		-0.5%

				役員報酬		108,250,002		0.1%		96,300,000		0.1%		0.0%

				従業員給与手当		4,251,910,385		5.0%		3,264,218,911		4.3%		0.8%

				従業員賞与		294,363,696		0.3%		347,556,450		0.5%		-0.1%

				従業員賞与引当金繰入額		263,711,252		0.3%		178,669,616		0.2%		0.1%

				アルバイト料		18,107,580,347		21.4%		16,321,483,339		21.4%		0.0%

				法定福利費		1,892,859,523		2.2%		1,521,885,102		2.0%		0.2%

				厚生費		273,222,179		0.3%		236,219,611		0.3%		0.0%

				退職給付費用		149,941,697		0.2%		133,743,809		0.2%		0.0%

				研修費		91,559,816		0.1%		53,362,661		0.1%		0.0%

				株式報酬費用		54,682,240		0.1%		61,835,720		0.1%		-0.0%

						25,998,829,075		30.7%		22,750,669,742		29.8%		1.0%

				減価償却費(販管)		2,822,536,290		3.3%		2,630,600,253		3.4%		-0.11%

				地代家賃		8,669,876,965		10.2%		7,984,604,610		10.4%		-0.20%

				電気料金		3,114,409,866		3.7%		2,811,307,132		3.7%		0.00%

				ガス料金		604,463,439		0.7%		521,485,071		0.7%		0.03%

				水道料金		1,861,837,616		2.2%		1,932,147,803		2.5%		-0.3%

						5,600,694,221		6.6%		5,285,510,882		6.9%		-0.3%

				備品消耗品費		1,536,121,739		1.8%		1,423,941,890		1.9%		-0.0%

				厨房備品食器費		616,137,407		0.7%		622,442,100		0.8%		-0.1%

				炭代		19,983,300		0.0%		20,570,876		0.0%		-0.0%

				被服費		310,825,129		0.4%		273,273,775		0.4%		0.0%

				開店時経費		250,779,337		0.3%		163,398,764		0.2%		0.1%

				定期メンテナンス費		476,580,650		0.6%		390,988,628		0.5%		0.1%

				保守点検料		2,054,919		0.0%		354,650		0.0%		0.0%

				警備料		595,671,384		0.7%		551,618,341		0.7%		-0.0%

				求人広告費		510,747,938		0.6%		535,394,523		0.7%		-0.1%

				支払手数料		657,366,431		0.8%		473,775,940		0.6%		0.2%

				荷造費		1,896		0.0%				0.0%		0.0%

				運搬費		964,386		0.0%				0.0%		0.0%

				リース・賃借料		26,867,764		0.0%		13,271,124		0.0%		0.0%

				外部委託費		1,204,491,635		1.4%		556,939,561		0.7%		0.7%												Dec
2016		Increase of COGS ratio		Increase of labor cost ratio		Decrease of utitily cost ratio		Increase of Advertising cost ratio		Decrease of other cost ratio		Dec
2017

				寄付金		15,017,016		0.0%		6,152,671		0.0%		0.0%												0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.00%		0.000%		0.0%

				衛生管理費		692,339,799		0.8%		609,215,331		0.8%		0.0%

				塵芥料		530,476,058		0.6%		504,529,603		0.7%		-0.0%												H29.3期
3Q キ		売上
原価率
の増加 ウリアゲ ゲンカ リツ ゾウカ		人件費率
の増加 ジンケンヒ リツ ゾウカ		水道
光熱費率
の減少 スイドウ コウネツヒ リツ ゲンショウ		広告宣伝費率
の増加 コウコク センデンヒ リツ ゾウカ		その他
経費率
の増加 タ ケイヒ リツ ゾウカ		H30.3期
3Q キ						外部委託費
の増加 ガイブ イタク ヒ ゾウカ

				お客様対応費		14,658,964		0.0%		13,904,231		0.0%		-0.0%

				商品開発費		48,854,784		0.1%		28,088,380		0.0%		0.0%

				業態開発費		7,795,434		0.0%		9,889,498		0.0%		-0.0%

				広告宣伝費		3,008,620,794		3.6%		2,630,257,849		3.4%		0.1%

				福利厚生費(販管)		1,296,795		0.0%				0.0%		0.0%

				接待交際費		85,773,510		0.1%		94,771,534		0.1%		-0.0%

				会議費		20,621,775		0.0%		13,479,002		0.0%		0.0%																悪化 アッカ		改善 カイゼン

				旅費交通費		641,341,918		0.8%		514,056,094		0.7%		0.1%														12.6%						12.6%

				通信費		406,286,357		0.5%		402,376,664		0.5%		-0.0%												原価 ゲンカ				0.5%				12.1%

				事業税等		4,283,742		0.0%				0.0%		0.0%												人件費 ジンケンヒ				1.0%				11.2%

				租税公課		383,083,463		0.5%		721,992,640		0.9%		-0.5%												水道光熱費 スイドウ コウネツヒ						0.3%		11.5%

				修繕費		1,010,202,596		1.2%		817,273,886		1.1%		0.1%												広告宣伝費 コウコク センデンヒ				0.1%				11.3%

				保険料		141,634,593		0.2%		117,153,401		0.2%		0.0%												外部委託費 ガイブ イタク ヒ				0.7%				10.6%

				貸倒引当金繰入額(販管)				0.0%		0		0.0%		0.0%																				10.6%

				のれん償却額				0.0%		0		0.0%		0.0%

				雑費		315,321,537		0.4%		240,056,292		0.3%		0.1%														11.4%						0.8%

				為替換算誤差		(4,495,999)		-0.0%		0		0.0%		-0.0%

				販売費及び一般管理費-IFRS		56,092,912,364		66.3%		49,844,587,336		65.2%		1.1%

				減損損失(特別)		197,019,359		0.2%		174,192,361		0.2%		0.0%

				減損損失-IFRS		197,019,359		0.2%		174,192,361		0.2%		0.0%

				受取協賛金		28,347,221		0.0%		7,182,014		0.0%		0.0%

				受取給付金				0.0%		18,631,066		0.0%		-0.0%

				受取保険金		8,389,093		0.0%		20,827,797		0.0%		-0.0%

				受取地代家賃		39,790,668		0.0%		29,405,074		0.0%		0.0%

				店舗閉鎖損失引当金戻入益		3,024,900		0.0%		42,842,250		0.1%		-0.1%

				その他の営業外収益		129,591,887		0.2%		103,524,768		0.1%		0.0%

				その他特別利益		831,033		0.0%		150,684,029		0.2%		-0.2%

				負ののれん償却額				0.0%		0		0.0%		0.0%

				その他の営業収益-IFRS		209,974,802		0.2%		373,096,998		0.5%		-0.2%

				固定資産除却損（営業外）		189,939,267		0.2%		63,302,783		0.1%		0.1%

				固定資産売却損(特別)		1,891,623		0.0%		5,436,180		0.0%		-0.0%

				固定資産除却損(特別)		15,054,213		0.0%		1,613,675		0.0%		0.0%

				その他の営業外費用		81,259,435		0.1%		30,858,047		0.0%		0.1%

				その他特別損失		2,214,338		0.0%		81,321,995		0.1%		-0.1%

				その他の営業費用-IFRS		290,358,876		0.3%		182,532,680		0.2%		0.1%

				営業利益-IFRS		6,126,916,592		7.2%		6,984,565,061		9.1%		-1.9%

				受取利息		111,269,374		0.1%		132,166,662		0.2%		-0.0%

				受取配当金		0		0.0%		1,082,988		0.0%		-0.0%

				為替差益		102,406,861		0.1%		25,243,762		0.0%		0.1%

				貸倒引当金戻入額		861,068		0.0%		395,123		0.0%		0.0%

				金融収益-IFRS		214,537,303		0.3%		158,888,535		0.2%		0.0%

				支払手数料（営業外）		176,301		0.0%				0.0%		0.0%

				支払利息及び割引料		204,439,312		0.2%		209,738,516		0.3%		-0.0%

				投資有証評価損(特別)				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替差損		0		0.0%		0		0.0%		0.0%

				貸倒引当金繰入額(営業外)				0.0%		16,933		0.0%		-0.0%

				金融費用-IFRS		204,615,613		0.2%		209,755,449		0.3%		-0.0%

				金融収益・費用純額-IFRS		9,921,690		0.0%		(50,866,914)		-0.1%		0.1%

				持分法による投資利益		0		0.0%		32,780,539		0.0%		-0.0%

				持分法による投資損失		45,923,735		0.1%		0		0.0%		0.1%

				持分法による投資損益-IFRS		(45,923,735)		-0.1%		32,780,539		0.0%		-0.1%

				税引前利益-IFRS		6,090,914,547		7.2%		6,966,478,686		9.1%		-1.9%

				法人税、住民税及び事業税		2,268,587,516		2.7%		2,404,932,387		3.1%		-0.5%

				法人税等調整額		(168,234,397)		-0.2%		(125,953,201)		-0.2%		-0.0%

				法人所得税費用-IFRS		2,100,353,119		2.5%		2,278,979,186		3.0%		-0.5%

				当期利益-IFRS		3,990,561,428		4.7%		4,687,499,500		6.1%		-1.4%

				少数株主損益		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				少数株主損益(控除)		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				当期利益(計)		3,976,600,697		4.7%		4,703,918,074		6.2%		-1.5%

				少数株主損益(加算)		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				少数株主損益調整前当期純利益2		3,990,561,428		4.7%		4,687,499,500		6.1%		-1.4%

				為替換算調整勘定-期首調整				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定-増減		(24,512,511)		-0.0%		(673,794,264)		-0.9%		0.9%

				為替換算調整勘定-組替調整額				0.0%		(8,967,051)		-0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定-換算調整		190,918,936		0.2%		(222,390,934)		-0.3%		0.5%

				為替換算調整勘定-税効果				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定		166,406,425		0.2%		(905,152,249)		-1.2%		1.4%

				在外営業活動体の換算差額-IFRS		166,406,425		0.2%		(905,152,249)		-1.2%		1.4%

				為替換算調整勘定-持分損益		60,941,835		0.1%		(655,780,616)		-0.9%		0.9%

				持分法適用会社に対する持分相当額		60,941,835		0.1%		(655,780,616)		-0.9%		0.9%

				その他の包括利益合計-IFRS		227,348,260		0.3%		(1,560,932,865)		-2.0%		2.3%

				包括利益-IFRS		4,217,909,688		5.0%		3,126,566,635		4.1%		0.9%

				親会社株主に係る包括利益		4,138,526,729		4.9%		3,251,408,331		4.3%		0.6%

				為替換算調整勘定-少持損益		65,422,228		0.1%		(108,423,122)		-0.1%		0.2%

				少数株主に係る包括利益		79,382,959		0.1%		(124,841,696)		-0.2%		0.3%

				資本剰余金期首残高		4,007,005,257		4.7%		3,946,667,082		5.2%		-0.4%

				資本剰余金期首残高計		4,007,005,257		4.7%		3,946,667,082		5.2%		-0.4%

				新株式発行高		0		0.0%				0.0%		0.0%

				ストックオプション行使		46,021,543		0.1%		61,421,483		0.1%		-0.0%

				子会社増加増加高(CS)		0		0.0%		580,547,721		0.8%		-0.8%

				持分増加増加高(CS)				0.0%		(580,547,721)		-0.8%		0.8%

				資本剰余増加(その他)				0.0%		(7,179,474)		-0.0%		0.0%

				資本剰余金増加額計		46,021,543		0.1%		54,242,009		0.1%		-0.0%

				資本剰余金期末残高計		4,053,026,800		4.8%		4,000,909,091		5.2%		-0.4%

				利益剰余金期首残高		25,668,638,036		30.3%		21,218,844,514		27.8%		2.6%

				利益剰余金期首調整額		144,544,938		0.2%		0		0.0%		0.2%

				利益剰余金期首残高計		25,813,182,974		30.5%		21218844514		27.8%		2.7%

				当期利益計		3,976,600,697		4.7%		4,703,918,074		6.2%		-1.5%

				子会社増加増加高(SS)		0		0.0%		-8607819577		-11.3%		11.3%

				子会社減少増加高(SS)		310		0.0%				0.0%		0.0%

				持分増加増加高(SS)				0.0%		8607819577		11.3%		-11.3%

				利益剰余金増加額計		3,976,601,007		4.7%		4703918074		6.2%		-1.5%

				支払配当金(前期分)		0		0.0%		1		0.0%		-0.0%

				支払配当金(期末)		1,127,884,966		1.3%		1039355784		1.4%		-0.0%

				子会社増加減少高(SS)		0		0.0%				0.0%		0.0%

				子会社減少減少高(SS)		3,106,557		0.0%		0		0.0%		0.0%

				持分減少減少高(SS)		0		0.0%		0		0.0%		0.0%

				利益剰余金減少額計		1,130,991,523		1.3%		1039355785		1.4%		-0.0%

				利益剰余金期末残高計		28,658,792,458		33.9%		24883406803		32.6%		1.3%



























































































































































A	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	0	6.1414073879174302E-2	5.1884232756536808E-2	5.18	84232756536808E-2	5.3728542335630798E-2	5.3728542335630798E-2	0	B	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	6.6298074929537765E-2	4.8840010503634623E-3	9.5298411226374946E-3	2.9795907585764281E-3	1.1352811794824377E-3	1E-3	5.4763246846318239E-2	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	1	





丸亀製麺　販管費

				2017.06		原価率 ゲンカ リツ		人件費率 ジンケンヒ		水道光熱費率 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費率 コウコク センデンヒ		その他経費率 タ ケイヒ		2018.06

				丸亀製麺 マ

				June
2017		COGS ratio		labor cost ratio		utitily cost ratio		Advertising cost ratio		other cost ratio		June
2018

						15.80%		15.10%		15.00%		15.00%		15.20%

				16.10%		0.30%		0.70%		0.10%		0.70%		0.50%		15.20%



				June
2017		COGS ratio		labor cost ratio		utitily cost ratio		Advertising cost ratio		other cost ratio		June
2018

						2.800%		2.100%		2.000%		2.000%		2.200%

				3.100%		0.30%		0.70%		0.10%		0.70%		0.50%		2.200%





				連結 レンケツ

				H29.03		原価 ゲンカ		人件費 ジンケンヒ		水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費 コウコク センデンヒ		その他経費 タ ケイヒ		H30.03

						24.80%		24.80%		25.50%

				26.50%		1.70%		0.70%		0.40%		0.00%		0.30%		24.20%



				H29.03		原価 ゲンカ		人件費 ジンケンヒ		水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費 コウコク センデンヒ		その他経費 タ ケイヒ		H30.03

						-0.200%		-0.200%		0.500%

				1.500%		1.70%		0.70%		0.40%						-0.800%

				Mar
2017		COGS ratio		labor cost ratio		utitily cost ratio		Advertising cost ratio		other cost ratio		Mar
2018						Outsourced expenses cost ratio

				0		150		250		100

				150		100		50		200		100



0	150	250	100	150	100	50	200	100	June	
2017	COGS ratio	labor cost ratio	utitily cost ratio	Advertising cost ratio	other cost ratio	June	
2018	2.7999999999999997E-2	2.0999999999999991E-2	1.999999999999999E-2	1.999999999999999E-2	2.1999999999999992E-2	June	
2017	COGS ratio	labor cost ratio	utitily cost ratio	Advertising cost ratio	other cost ratio	June	
2018	3.1E-2	3.0000000000000001E-3	7.0000000000000001E-3	1E-3	7.0000000000000001E-3	5.0000000000000001E-3	2.1999999999999992E-2	

海外概況

				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				アジア		台湾		出店拡大中		商品・マーケティング施策の強化により、直近では既存店前年比で前年を上回る月もある。経営体制を再整備し、更なる事業拡大に必要な体制を構築中。豚カツ業態も4店舗運営。 ショウヒン シサク キョウカ チョッキン キゾン テン ゼンネン ゼンネン ウワマワ ツキ ケイエイ タイセイ サイセイビ サラ ジギョウ カクダイ ヒツヨウ タイセイ コウチク ナカ		3,200百万 / 390百万  ヒャク マン ヒャクマン

						韓国		収益改善中		2018年に大幅な不採算店舗を閉店したことにより収益基盤が強化。今後は既存店の収益性の強化を図り、全社黒字を目指す。 ネン オオハバ フサイサン テンポ ヘイテン シュウエキ キバン キョウカ コンゴ キゾン テン シュウエキセイ キョウカ ハカ ゼンシャ クロジ メザ		550百万 / 5百万  ヒャク マン ヒャクマン						韓国				2018年に大幅な不採算店舗を閉店したことにより収益基盤が強化。2019年は既存店の収益性の強化を行い、全社黒字を目指す。 ネン オオハバ フサイサン テンポ ヘイテン シュウエキ キバン キョウカ ネン キゾン テン シュウエキセイ キョウカ オコナ ゼンシャ クロジ メザ

						中国		出店拡大中		北京、上海、香港などの大都市での展開に力点をおいて展開中。試験的に地方都市にも出店していたが、日本食に対して市場が未成熟であったこともあり苦戦。不採算店舗は閉鎖し、今後は十分な市場のある大都市にフォーカスする。 ペキン シャンハイ ホンコン ダイトシ テンカイ リキテン テンカイチュウ シケンテキ チホウ トシ シュッテン ニホンショク タイ シジョウ ミセイジュク クセン フサイサン テンポ ヘイサ コンゴ ジュウブン シジョウ ダイトシ								中国				北京、上海、香港などの大都市での展開に力点をおいて展開中。試験的に地方都市にも出店をしていたが、日本食に対して市場が未成熟であったこともあり、不採算店舗は閉鎖し、今後は十分な市場のある大都市にフォーカスする。 ペキン シャンハイ ホンコン ダイトシ テンカイ リキテン テンカイチュウ シケンテキ チホウ トシ シュッテン ニホンショク タイ シジョウ ミセイジュク フサイサン テンポ ヘイサ コンゴ ジュウブン シジョウ ダイトシ

						香港（雲南） ホンコン ウンナン				現在「譚仔雲南米線」「譚仔三哥米線」を計105店舗(12月末現在)を展開。香港で雲南ヌードル業態のシェアは7割と圧倒的なブランド力を誇る。
2社を統合管理するCEO、CFOをはじめ、マネジメント層を採用し 　グループ会社としてのガバナンス強化および更なる成長を実現する 　ための経営強化を図っている 。
現在はトリドールHDと協力しながらさらなるブランド強化のための施策やノウハウの伝承を実施中。将来的には、香港国内において150～160店舗体制を目指す。 ガツマツ リョク シサク デンショウ ジッシ チュウ タイセイ		3390百万 / 560百万  ヒャク マン ヒャクマン										2社を統合管理するCEO、CFOをはじめ、マネジメント層を採用し 　グループ会社としてのガバナンス強化および更なる成長を実現する 　ための経営強化を図っている 

				東南アジア トウナン		タイ 		収益改善中		店舗段階のEBITDAが平均で15%前後、25％前後の店舗が多数あり比較的堅調に推移している。不採算店舗の整理や本部費の合理化を図り、収益強化を図っている。								タイ 				店舗段階のEBITDAが平均で15%前後、25％前後の店舗が多数あり比較的堅調に推移している。不採算店舗の整理や本部費の合理化を図り、収益強化を図っている。 テンポ ダンカイ ヘイキン ゼンゴ ゼンゴ テンポ タスウ ヒカクテキ ケンチョウ スイイ フサイサン テンポ セイリ ホンブ ヒ ゴウリカ ハカ シュウエキ キョウカ ハカ

						インドネシア		出店拡大中		ジャカルタにおける主要モールを中心に丸亀製麺を展開すると共に、更なる拡大を狙い地方都市での拡大を図っている。顧客層の拡大も視野に入れたエクスプレス店の導入も検討中で、2025年までに100店舗展開を目指す。 コキャクソウ カクダイ シヤ イ テン ドウニュウ ケントウチュウ ネン テンポ テンカイ メザ				 				インドネシア				ジャカルタにおける主要モールを中心に丸亀製麺を展開すると共に、更なる拡大を狙い地方都市での拡大を図っている。顧客層の拡大も視野に入れたエクスプレス店の導入も検討中で、2025年までに100店舗展開を目指す。 コキャクソウ カクダイ シヤ イ テン ドウニュウ ケントウチュウ ネン テンポ テンカイ メザ

						ベトナム		収益改善中		ホーチミンの既存店の収益性向上に向け注力。実験店舗にて様々な施策を実施し、横展開を進める。加えて、ハノイ、ハイフォンなどの北部地域でサブフランチャイズでの出店を予定。 キゾン テン シュウエキセイ コウジョウ ム チュウ チカラ ジッケン テンポ サマザマ シサク ジッシ ヨコ テンカイ スス クワ ホクブ チイキ シュッテン ヨテイ								ベトナム				2019年はホーチミンの既存店の収益性の改善に力を入れる。実験店舗を導入し、様々な施策を実施、横展開を進めていく。加えて、ハノイ、ハイフォンといった北部地域でサブフランチャイズにて2-3店舗の出店を予定。 ネン キゾン テン シュウエキセイ カイゼン チカラ イ ジッケン テンポ ドウニュウ サマザマ シサク ジッシ ヨコ テンカイ スス クワ ホクブ チイキ テンポ シュッテン ヨテイ



				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				東南アジア トウナン		カンボジア		収益改善中		既存レギュラー店の収益が向上し、前年比で約110％の伸びを示している。直営店に加え、フランチャイズ加盟店の出店立地も確定しており、プノンペンにおける更なる展開が予定されている。郊外向けの新業態（丸亀製麺）も展開しており、より広範囲に展開できるよう模索中。		80百万 / △21百万  ヒャク マン ヒャクマン						カンボジア				既存レギュラー店の収益が向上し、前年比で約110％の伸びを示している。直営店に加え、フランチャイズ加盟店の出店立地も確定しており、プノンペンにおける更なる展開が予定されている。郊外向けの新業態（丸亀製麺）も展開しており、より広範囲に展開できるよう模索中。 キゾン テン シュウエキ コウジョウ ゼンネンヒ ヤク ノ シメ チョクエイ テン クワ カメイ テン シュッテン リッチ カクテイ サラ テンカイ ヨテイ コウガイ ム シンギョウタイ マルガメ セイメン テンカイ コウハンイ テンカイ モサクチュウ

						マレーシア
（ Boat Noodle 、他） ホカ		出店拡大中		主力業態であるBoatNoodleに力点を置いて展開中。マレーシア国内でBoatNoodleのみで50店舗（過去2年間で約40店舗の開店）を展開しており、現地で認知度の高いブランドとして成長している。
店舗段階のみならず、全社でもEBITDA20%を超える好業績で、今後の更なる発展が期待される。国外の展開も進み、ブルネイ、ミャンマー、インドネシア、シンガポールに出店済み。更なる進出に向けて取り組み中。								マレーシア
（ Boat Noodle 、他） ホカ				主力業態であるBoatNoodleに力点を置いて展開中。マレーシア国内でBoatNoodleのみで50店舗（過去2年間で約40店舗の開店）を展開しており、現地で認知度の高いブランドとして成長している。
店舗段階のみならず、全社でもEBITDA20%を超える好業績で、今後の更なる発展が期待される。国外の展開も進み、ブルネイ、ミャンマー、インドネシア、シンガポールに出店済み、更なる進出に向けて取り組み中。 シュリョク ギョウタイ リキテン オ テンカイチュウ コクナイ テンポ カコ ネンカン ヤク テンポ カイテン テンカイ ゲンチ ニンチド タカ セイチョウ テンポ ダンカイ ゼンシャ コ コウギョウセキ コンゴ サラ ハッテン キタイ コクガイ テンカイ スス シュッテン ズ サラ シンシュツ ム ト ク チュウ

						フィリピン				フランチャイズとして丸亀製麺１号店を2017年8月、2号店を2018年2月、3号店を同年8月、4号店を11月にをオープンしたが、いずれも好業績を維持。
今後は更なる拡大を狙いマニラ地域での出店を加速していく予定。 ゴウテン ネン ガツ ゴウ テン ドウ ネン ガツ ス ギョウセキ イジ コンゴ								フィリピン				2018年11月に4号店をオープンしたが、どの店舗も業績好調で年換算1,000万円以上の売上を誇る。2019年は更なる拡大を狙いマニラ地域での出店を加速していく予定。4月以降の出店攻勢で年間7店舗出店を目指す。 ネン ガツ ゴウテン テンポ ギョウセキ コウチョウ トシ カンサン マンエンイジョウ ウリアゲ ホコ ネン サラ カクダイ ネラ チイキ シュッテン カソク ヨテイ ガツ イコウ シュッテン コウセイ ネンカン テンポ シュッテン メザ

						ミャンマー
（Boat Noodle）				現地飲食最大手のYKKO社と合弁会社を設立し、２０１７年１０月よりBoatNoodle業態をフランチャイズで展開。これまでミャンマーにはないオシャレな空間と食事を楽しめるお店として受け入れられ、賑わいを見せている。現状、２店舗のオープンを目指している。								ミャンマー
（Boat Noodle）				現地飲食最大手のYKKO社と合弁会社を設立し、２０１７年１０月よりBoatNoodle業態をフランチャイズで展開。これまでミャンマーにはないオシャレな空間と食事を楽しめるお店として受け入れられ、賑わいを見せている。現状、２店舗のオープンを目指している。 カイシャ ゲンジョウ

						シンガポール
（丸亀製麺） マ				中国合弁を介してシンガポールにて3店舗出店。賃料は高いものの、認知拡大を目的に代表的なモールへ出店をしている。認知浸透と共に収益性も向上しており、当面は3店舗に集中して足場を固める方針。 リョウ セイ								シンガポール
（丸亀製麺） マ				中国合弁を介してシンガポールにて3店舗出店。家賃は高いものの、認知拡大を目的に代表的なモールへの出店をしている。認知浸透と共に収益も向上しており、当面は3店舗に集中して足場を固める方針。 チュウゴク ゴウベン カイ テンポ シュッテン ヤチン タカ ニンチ カクダイ モクテキ ダイヒョウテキ シュッテン ニンチ シントウ トモ シュウエキ コウジョウ トウメン テンポ シュウチュウ アシバ カタ ホウシン

						シンガポール
（MONSTER CURRY）				シンガポール国内で11店舗を展開中（2018年12月末現在）。シンガポールの日本式カレー市場で圧倒的なシェアNO.1を獲得している。
現在はトリドールHDと協働しながら、さらなる強みの強化とトリードールHDが所有する店舗運営ノウハウの継承を実施中。今後は、シンガポールの日本式カレー市場におけるポジショニングをさらに強化し、2025年までに20店体制を目指す。 コンゴ タイセイ メザ								シンガポール
（MONSTER CURRY）				現在、モンスターカレーはシンガポール国内で11店舗を展開中（2018年12月末現在）。「モンスターカレー」はシンガポールの日本式カレー市場で圧倒的なシェアNO.1を獲得している。現在はトリドールHDと協働しながら、さらなるモンスターカレーの強みの強化とトリードールが所有する店舗運営のノウハウの継承を実施中。これらを組み合わせることで、シンガポールの日本式カレー市場におけるモンスターカレーのポジショニングをさらに強化し、2025年までに20店に増やす。 ゲンザイ コクナイ テンポ テンカイチュウ ネン ガツ マツ ゲンザイ シジョウ ゲンザイ キョウドウ ツヨ キョウカ ショユウ ケイショウ ジッシチュウ ク ア ニホンシキ シジョウ キョウカ



				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				アメリカ		TDC（Tokyo Ｔable) 		－		1号店アーバイン店は世界でも上位の高い売上を堅持し、安定的な黒字体質。
2号店アルハンブラ店を業態転換した”日本の洋食”を軸にした新業態"Saly papa"は客数は確保するも客単価の向上に苦戦。		780百万 / △280百万  ヒャク マン ヒャクマン						TDC（Tokyo Ｔable) 		－		1号店アーバイン店は世界でも上位の高い売上を堅持し、安定的な黒字体質。2号店アルハンブラ店を業態転換した”日本の洋食”を軸にした新業態"Saly papa"は客数は確保するも客単価の向上に苦戦。撤退の方向性で検討をしている ケンジ アンテイテキ クロジタイシツ ギョウタイ テンカン シン キャクスウ カクホ キャクタンカ コウジョウ クセン テッタイ ホウコウセイ ケントウ

						丸亀製麺		本土一号店出店		ハワイWaikikki店は依然好調を維持　世界トップの売上を誇る（最高日商も更新）。
2017年9月にオープンしたロサンゼルス・Sawtelle店、2018年1月にオープンのサンフランシスコ・Stonestown店はさらなる改善が進み、売上が伸張。3号店がLA・ビバリーヒルズ店舗はモールの集客が鈍化しており店舗モデルの構築に苦戦。また、2018年12月に4号店がグレンデールにオープンし、米国では初の丸亀フードコートモデルの構築に取り組んでいる。 ネン ガツ		ハワイ
830百万 / 120百万
本土：軽微                  ホンド ケイビ						丸亀製麺		本土一号店出店		ハワイWaikikki店は依然好調を維持　世界トップの売上を誇る（最高日商も更新）。
2017年9月にオープンしたロサンゼルス・Sawtelle店、2018年1月にオープンのサンフランシスコ・Stonestown店はさらなる改善が進み、売上が伸張。3号店がLA・ビバリーヒルズ店舗はモールの集客が鈍化しており店舗モデルの構築に苦戦。また4号店のグレンデールがオープンし、米国では初の丸亀フードコートモデルの構築に取り組む サイコウ ニッショウ コウシン テン テン カイゼン スス ウリアゲ シンチョウ テンポ シュウキャク ドンカ テンポ コウチク クセン ゴウテン ベイコク ハツ マルガメ コウチク ト ク

						CRACKIN’KITCHEN		出店準備中		ハワイ店は依然好調を維持　世界１、２位の売上を誇る。2018年3月LAに本土１号店メニュー改善やマーケ施策が結果に結びつかず、閉店。		590百万 / 70百万  ヒャク マン ヒャクマン						CRACKIN’KITCHEN		出店準備中		ハワイ店は依然好調を維持　世界１、２位の売上を誇る。2018年3月LAに本土１号店メニュー改善やマーケ施策が結果に結びつかず、閉店 テン ネン ホンド ゴウテン カイゼン シサク ケッカ ムス ヘイテン

						POKE				2018年8月に出資を完了し提携開始。10-12月にかけて積極的に新店をオープンし、現在は32店舗体制に。2019年も約30店舗(すべてFC)の出店を計画中。品質保証や購買面で、トリドールHDのノウハウ移管を検討している。 タイセイ								POKE				2018年8月に出資を完了し提携開始。10-12月にかけて積極的に新店をオープンし、現在は30店舗強に。2019年も約30店舗(すべてFC)の積極出店を計画中。品質保証や購買面で、トリドールHDのノウハウ移管を検討している ネン ガツ シュッシ カンリョウ テイケイ カイシ セッキョクテキ ゲンザイ テンポ キョウ セッキョク シュッテン ケイカクチュウ ケントウ

				イギリス		Shoryu		出店拡大中		引き続きロンドンでのドミナント展開を進める。唯一の郊外店であるマンチェスター店とオクスフォード店は賃料や物流費などのコストカットを実施中。
単価を抑えたラーメンのほか、焼きそば・カツカレーなどの新メニューを導入。また、グデタマなどキャラクターを使用した販促のほか、店外からの視認性を高める施策など、集客に向けた取り組みも実施しており、全体として成果が出ている。								Shoryu				引き続きロンドンでのドミナント展開を進める。唯一の郊外店であるマンチェスター店とオクスフォード店は賃料や物流費などのコストカットを実施中。
商品は単価を抑えたラーメンや、グデタマなどキャラクターを使用した販促、焼きそばやカツカレーなどの新メニューを導入。店外からの視認性を高める施策など、集客に向けた取り組みも実施しており、全体として成果が出ている。 テンカイ ユイイツ コウガイ テン テン テン チンリョウ ブツリュウ ヒ ジッシ チュウ ショウヒン タンカ オサ シヨウ ハンソク ヤ シン ドウニュウ テン ガイ シニンセイ タカ シサク シュウキャク ム ト ク ジッシ ゼンタイ セイカ デ

				ロシア		丸亀製麺		収益改善中		2020年12月期より、合弁を解消し、全店FC化。これにより資金の外部調達も可能になり、モスクワにてFC、サブFC店の展開を画策、積極的な出店と既存店強化を目論む。
今後は、収益拡大とともにこれまで出店のなかった立地への新規出店を行い、店舗数の拡大を予定している。						ロシア		丸亀製麺		収益改善中		2020年12月期より、合弁を解消し、全店FC化。これにより資金の外部調達も可能になり、モスクワにてFC、サブFC店の展開を画策、積極的な出店と既存店強化を目論む。今後は、収益拡大とともに、ロシアにおけるTier oneモールからの誘いもある中で、これまで出店のなかった立地への新規出店を行い、店舗数の拡大を予定している。日本からのサポート方法についても、引き続き検討。 ネン ガツキ ゴウベン カイショウ ゼンテン カ シキン ガイブチョウタツ カノウ ミセ テンカイ カクサク セッキョクテキ シュッテン キョウカ モクロ コンゴ シュウエキカクダイ サソ ナカ シュッテン リッチ シンキ シュッテン オコナ テンポスウ カクダイ ヨテイ ニホン ホウホウ ヒ ツヅ ケントウ

				その他 タ		ＷＯＫ ＴＯ ＷＡＬＫ		出店拡大中		フランスにおける大型契約を含む複数のフランチャイジーが存在することにより、フランチャイズビジネスは堅調に推移し、順調に店舗数を拡大している。
苦戦中の米国での直営店は具材やオペレーションの見直しを行った。		軽微 ケイビ						ＷＯＫ ＴＯ ＷＡＬＫ				フランスにおける大型契約を含む複数のフランチャイジーが存在することにより、フランチャイズビジネスは堅調に推移し、順調に店舗数を拡大している。
苦戦中の米国での直営店は具材やオペレーションの見直しを行った。 ソンザイ ケンチョウ スイイ ジュンチョウ テンポ スウ カクダイ クセン チュウ ベイコク チョクエイテン グザイ ミナオ オコナ



				Area		Country/Brand		Status		Outline		PL Contribution (last year)
Sales / Segment profit

				Asia		Taiwan (ROC)		出店拡大中		Improves personnel system for staff sufficiency. Opening new stores. Operating 4 Tonkatsu stores.		3,200 mil. / 390 mil.

						S. Korea		収益改善中		Main stores keep good. Opening new stores.		350mil. / 5mil.

						China (PRC)		出店拡大中		Keeps good. Sales in coast cities (e.g., Shanghai) are nice. Currently 85 stores. "Hakatan-maru" ramen brand develops.

						Hong Kong (Yunnan)				Grouped in Feb-2018. Currently operating "Tam Chai Yunnan Noodle" and "TamJai SamGor Rice Noodle" stores (109 in total). 70% market share of Yunnan Noodle in Hong Kong. To open new stores in Hong Kong.		3390mil. / 560mil.

						Thailand		収益改善中		Management enhancement brings big profit improvement through 1) profit improvement of Existing Stores, 2) development of small stores (good sales with low initial costs), and 3) customization of HQ costs. To keep stable profits.

						Indonesia		出店拡大中		Develops Marugameseimen stores mainly in major Shopping Centers in Jakarta. Also examines other big cities. Marugame Seimen brand is Halal approved, and popular among local Muslims.				 

						Vietnam		Profit being improved		Saves opening stores in 2017 for yearly profit by improving organization system and management system.  To achieve monthly profits. Examines sub-franchising for further business expansion.

						Cambodia		Profit being improved		Sales of Existing Stores improved a lot. Portable stall type stores (with small initial costs) contribute to profit.  Launches new brand for casual Japanese foods in Feb. 2018, targeting wider range of market.		80mil. / △21mil.

						Malaysia
(Boat Noodle, Others)		Opening new stores		Operating approx. 70 stores of "Boat Noodle" and "CillCill" brands. Expanding with profits. Accelerating franchising in other countries such as Brunei, Indonesia, Myanmar and Singapore. Planning to expand to other countries.

						Philippines				Opens 1st Marugameseimen store in Aug-2017 and 2nd in Feb-2018 (both FC). Keep good. 4 more stores scheduled. Swift business expansion expected.

						Myanmar
(Boat Noodles)				Establishes JV company with YKKO (biggest local restaurant company), and franchises Boat Noodle brand since Oct. 2017. Widely accepted as uniquely fashionable restaurant with fun to eat. 2nd store to open.



				Area		Country/Brand		Status		Outline		PL Contribution (last year)
Sales / Segment profit

				USA		TDC (Tokyo Table)		New store to open		1st store in Irvine keeps good. One of world top sales/profits stores in Toridoll Group, whereas 2nd store in Alhambra is in tough. To change to "Western Japanese" like brand for profit improvement.		780mil. / △28mil.0 

						Marugame Seimen		New store to open		Waikiki Shop keeps good. World top 1-2 sales in Toridoll Group.  1st store in mainland opened in Sawtelle, LA in Sep. 2017.  2nd store in Stonestown, SF started with good launch in Jan. 2018 (same sales level as Waikiki Shop for the first weekend).  3rd store in Shopping Center around Beverly Hills to open.		Hawaii
830mil. / 120mil.
Main Land：small                 

						CRACKIN'KITCHEN		New store to open		Keeps good. World Top 1-2 sales in Toridoll Group.  Opens 1st in mainland store in LA in Mar. 2018.		140mil. / 5mil. 

				UK		Sakagura		-		Opens 1st store in November 2016. Introduced collaboration menus between Bent Box and Shoryu Ramen, and charbroil steaks and tempuras. Lava Plate stake from 2018 beginning becomes popular. Lower pricing contributes guest count (wider customer range) and sales. Keeps marketing measures (e.g.,  via SNS, Restaurant Week and Japanese Sake events) for brand awareness .

						Shoryu		Opening new stores		Some stores are in top sales group. Strategic dominance in London. Local cities to be only in Manchester and  Oxford. To improve profitability. New stores being prepared.

				Italy		Tokyo Table, Others		-		Opens "Bottega del Ramen" in Feb. and "Tokyo Table" in Mar, 2017.  "Bottega del Ramen" achieved monthly profit. "Tokyo table" marks record high in monthly sales for consecutive 2 months. Still not profit for whole business unit, and more sales necessary. Both stores to introduce new menus for summer. Expanding sales by delivery through Uber-eat and Deliveroo.		small

				Russia		Marugame Seimen				4 direct-operation stores and 3 FC stores in Moscow. Achieved all stores in the black. To develop more stores (especially in food court) as well as keeping stable profits.

				Others		WOK TO WALK		Opening new stores		Store aggressively expanding to 93 (including 3 direct-operation stores in US) after grouped. FC contracts in India, Israel, and newly Malta and Oman. Opens 1st direct-operation store In US in Feb, 2nd in Jul and 3rd store in Dec. 2017. Exploring other counties for FCs.		small





M&A　PMI

				ブランド		概要 ガイヨウ		PMIの状況 ジョウキョウ

				晩杯屋 バ		大衆酒場「晩杯屋」等を東京都内で運営するアクティブソース社の株式を取得（80.3%）しグループ会社化		・モデル店舗における丸亀製麺のノウハウを生かしたオペレーションの改善
・パート・アルバイト採用強化の仕組み導入、社内独立制度を含めた新人事制度の構築
・採用費や消耗品費など、グループ単価を採用することによる経費削減
・店舗タイプ別のスクリーニング要件、出店計画の策定、物件取得サポートの実施 フク シン ジンジ セイド コウチク ブッケン シュトク ジッシ				募集10人→100人規模に
物件情報が豊富　出店の精度が向上　投資検証表の活用など ボシュウ ニン ニン キボ ブッケン ジョウホウ ホウフ シュッテン セイド コウジョウ トウシ ケンショウ ヒョウ カツヨウ

				ずんどう屋 ヤ		主に関西において、とんこつラーメン店の「ずんどう屋」を運営するZUND社の株式を取得（80%）しグループ会社化		・モデル店舗におけるコンセプトのブラッシュアップと丸亀製麺のノウハウを生かしたオペレーションの改善
・当社ノウハウを活用した、採用における掲載媒体最適化の仕組み導入
・採用費や消耗品費など、グループ単価を採用することによる経費削減
・当社新店開発部による勝ちパターンの分析、優先出店エリアの決定　
・人事制度（賞与制度等）の再構築 トウ シャ

				「譚仔雲南米線」/「譚仔三哥米線」		スパイシー麺の人気チェーン店「譚仔雲南米線」および「譚仔三哥米線」の運営会社の株式をそれぞれ100%取得		・グループ会社としてのガバナンス強化及びトップマネジメント採用等、 　更なる成長を実現するための経営強化
・店舗、セントラルキッチンおよびバックオフィスにおける業務の整備
・華南地域を中心とした中国全土進出についても初期調査を開始







				Area		Country/Brand		Outline













BS

				連結BS (IFRS) レンケツ

						当期 トウ キ				前期末 ゼンキ マツ

						金額 キンガク		構成比 コウセイヒ		金額 キンガク		構成比 コウセイヒ		増減 ゾウゲン

				資産合計 シサン ゴウケイ		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103

				流動資産 リュウドウ シサン		29,966		14.8%		21,752		18.5%		8,214

				非流動資産 ヒ リュウドウ シサン		173,713		85.6%		96,081		81.5%		77,632

				負債資本合計 フサイ シホン ゴウケイ		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103

				負債合計 フサイ ゴウケイ		168,983		83.3%		82,830		70.3%		86,153

				（うち、有利子負債） ユウ リシ フサイ		145,770		71.8%		62,674		53.2%		83,096

				流動負債 リュウドウ フサイ		43,204		21.3%		25,953		22.0%		17,251

				非流動負債 ヒ リュウドウ フサイ		125,144		61.7%		56,878		48.3%		68,266

				資本合計 シホン ゴウケイ		35,332		17.4%		35,003		29.7%		329						※値張り アタイ バ

				（うち、親会社の所有者） オヤガイシャ ショユウシャ		34,305		16.9%		33,979		28.8%		326						※値張り アタイ バ



				ネット有利子負債/調整後EBITDA ユウ リシ フサイ チョウセイ ゴ		9.4				3.9				-				調整後EBITDA		15,560		9.4







				Consolidated BS (IFRS)										(unit: Million yen)

						This period				End of previous year

						Amount		Ratio		Amount		Ratio		Difference

				Total assets		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103						Including interest-bearing liabilities 

				Current assets		29,966		14.8%		21,752		18.5%		8,214						bearingの bと eの間のスペースを消してください

				Non-current assets		173,713		85.6%		96,081		81.5%		77,632						その下のliabilites、attributable にも不必要なスペースが見える気が

				Total liabilities and equity		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103						するのですが大丈夫でしょうか

				Liabilities		168,983		83.3%		82,830		70.3%		86,153

				(Including interest-bearing liabilities)		145,770		71.8%		62,674		53.2%		83,096

				Current liabilities		43,204		21.3%		25,953		22.0%		17,251

				Non-current liabilities		125,144		61.7%		56,878		48.3%		68,266

				Total equity		35,332		17.4%		35,003		29.7%		329

				(Equity attributable to 
owners of  the parent)		34,305		16.9%		33,979		28.8%		326



				Net interest-bearing liabilities / Adjusted EBITDA 		9.4				3.9				-



















































CF

						連結CF (IFRS) レンケツ

								当期 トウ キ		前年同期 ゼンネン ドウキ		増減 ゾウゲン

						営業活動による
キャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		16,176		4,402		11,774

						投資活動による
キャッシュ・フロー トウシ カツドウ		△ 6,250		△ 6,973		723

						財務活動による
キャッシュ・フロー ザイム カツドウ		△ 1,546		368		△ 1,914

						現金および現金同等物の
期末残高 ゲンキン ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		22,681		12,671		10,010







						Consolidated CF (IFRS)						(unit: Million yen)

								This period		Previous period		Difference								異なるフォントとサイズの混在

						Cash flows from operating activities		16,176		4,402		11,774								Cash flows from operating activities

						Cash flows from investing activities		△ 6,250		△ 6,973		723								Cash flows from investing activities

						Cash flows from financing activities		△ 1,546		368		△ 1,914								Cash flows from financing activities

						Cash and cash equivalents at the end of the period		22,681		12,671		10,010								Cash and cash equivalents at the end of the period





業績予想



				連結PL (IFRS) レンケツ

						2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ								下期修正予算 シモキ シュウセイ ヨサン

						連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ		連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		159,059		100.0%		145,022		100.0%		109.7%								丸亀製麺 マルガメ セイメン		カフェ		豚屋とん一 ブタ ヤ イチ		海外事業 カイガイ ジギョウ

				事業利益 ジギョウ リエキ		9,572		6.0%		7,270		5.0%		131.7%								48,697		3,230		2,038		16,574

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		29,640		18.6%		12,402		8.6%		239.0%								6,716		37		18		1,909

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,689		4.2%		2,302		1.6%		290.6%

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		5,266		3.3%		1,337		0.9%		393.9%								通期修正予算 ツウキ シュウセイ ヨサン

				当期利益 トウキ リエキ		2,704		1.7%		221		0.2%		1223.5%								97,880		5,825		3,865		33,294

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		2,610		1.6%		267		0.2%		977.5%								14,548		153		73		4,261



				丸亀製麺セグメントPL マルガメ セイメン		2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		97,880		100.0%		89,944		100.0%		108.8%

				セグメント利益 リエキ		14,548		14.9%		12,438		13.8%		117.0%



				海外事業セグメントPL		2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		33,294		100.0%		30,242		100.0%		110.1%

				セグメント利益 リエキ		4,261		12.8%		3,258		10.8%		130.8%









				Consolidated PL (IFRS)

						FY 2018				FY 2017				YoY

						連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ		連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ

				Revenue		159,059		100.0%		145,022		100.0%		109.7%

				Contribution margin		9,572		6.0%		7,270		5.0%		131.7%

				Adjusted EBITDA		29,640		18.6%		12,402		8.6%		239.0%

				Operating profit		6,689		4.2%		2,302		1.6%		290.6%

				Profit before tax		5,266		3.3%		1,337		0.9%		393.9%

				Profit for the year		2,704		1.7%		221		0.2%		1223.5%

				Profit for the year attributable to owners of the parent		2,610		1.6%		267		0.2%		977.5%



				Marugame Seimen
segment		FY 2018				FY 2017				YoY

				Revenue		97,880		100.0%		89,944		100.0%		108.8%								Segment profit

				Segment profit 		14,548		14.9%		12,438		13.8%		117.0%								Ratio to prev. period = YoY



				Overseas segment		FY 2018				FY 2017				YoY

				Revenue		33,294		100.0%		30,242		100.0%		110.1%

				Segment profit 		4,261		12.8%		3,258		10.8%		130.8%

























Sheet5



				連結PL (IFRS) レンケツ																																修正 シュウセイ		年初予算 ネンショ ヨサン

						上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ						上期計画 カミキ ケイカク		当初計画 トウショ ケイカク		売上収益 ウリア シュウエキ		56,195		56,195

作成者: 開示用の数字丸め有り

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								売上原価 ウリアゲ ゲンカ		14,451		14,572

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		80,017		100.0%				79,042		100.0%		79,042		100.0%		0				159,059		100.0%				53,465				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		41,744		41,623

作成者: 開示用の数字丸め有り


				事業利益 ジギョウ リエキ		5,840		7.3%				3,732		4.7%		3,732		4.7%		0				9,572		6.0%

				営業利益 エイギョウ リエキ		5,084		6.4%				1,605		2.0%		2,105		2.7%		△ 500				6,689		4.2%				4,400				人件費　　計 ジンケンヒ ケイ		16,774		16,908

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		4,100		5.1%				1,166		1.5%		1,766		2.2%		△ 600				5,266		3.3%				4,120				水光熱費　計 スイ コウネツヒ ケイ		3,689		3,589

				当期利益 トウキ リエキ		2,601		3.3%				103		0.1%		703		0.9%		△ 600				2,704		1.7%				2,690				地代家賃		5,699		5,826

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		2,569		3.2%				41		0.1%		641		0.8%		△ 600				2,610		1.6%				2,681				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		1,957		2,102

																																		その他一般管理費計 タ イッパン カンリヒ ケイ		8,048		7,851

				丸亀製麺セグメント マルガメ セイメン		上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ										販売費及び一般管理費合計		36,167		36,276

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								減損損失 ゲンソン ソンシツ		1,218		1,030

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%				48,697		100.0%		46,905		100.0%		1,792				97,880		100.0%				43,559		90,464		その他の営業収入 タ エイギョウ シュウニュウ		117		261

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%				6,716		13.8%		6,182		13.2%		534				14,548		14.9%				7,023		13,205		その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		41		150

作成者: 開示用の数字丸め有り


				海外事業セグメント カイガイ ジギョウ		上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ										営業利益（損失）		4,430		4,430

作成者: 開示用の数字丸め有り


						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								調整後EBITDA チョウセイゴ		7,681		7,449

作成者: 開示用の数字丸め有り


				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%				16,574		100.0%		16,518		100.0%		56				33,294		100.0%				3458				金融収益 キンユウ シュウエキ		109		86

作成者: 開示用の数字丸め有り


				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%				1,909		11.5%		1,900		11.5%		9				4,261		12.8%				271				金融費用 キンユウ ヒヨウ		123		29

作成者: 開示用の数字丸め有り


																																		経常利益（損失） ケイジョウ リエキ ソンシツ		4,490		4,490

				カフェ事業セグメント ジギョウ		上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		2,595		100.0%				3,230		100.0%		3,041		100.0%		189				5,825		100.0%

				セグメント利益 リエキ		116		0.7%				37		0.2%		△ 16		-0.1%		53				153		0.5%





				Consolidated PL (IFRS)																														持分法投資損益 モチブン ホウ トウシ ソンエキ		163		243

						FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017										税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		4,578		4,730

作成者: 開示用の数字丸め有り


						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue								法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		1,626		1,680

作成者: 開示用の数字丸め有り


				Revenue		80,017		100.0%				79,042		100.0%		79,042		100.0%		0				159,059		100.0%								当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,953		3,050

作成者: 開示用の数字丸め有り


				Operating profit		5,084		6.4%				1,605		2.0%		2,105		2.7%		△ 500				6,689		4.2%								親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウ シャ		2,964		3,033

作成者: 開示用の数字丸め有り


																																						

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		Profit before tax		4,100		5.1%				1,166		1.5%		1,766		2.2%		△ 600				5,266		3.3%								非支配持分 ヒ シハイ モチブン		(11)		17

				Profit for the year		2,601		3.3%				103		0.1%		703		0.9%		△ 600				2,704		1.7%

				Profit for the year attributable to owners of the parent		2,569		3.2%				41		0.1%		641		0.8%		△ 600				2,610		1.6%								Profit for the year attributable to owners of the parent 

																																		parents のsはいらないようです

				Marugame Seimen 
segment		FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017

						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue								フォントとフォントサイズの混在

				Revenue		49,183		100.0%				48,697		100.0%		46,905		100.0%		1,792				97,880		100.0%

				Operating profit of 
Marugame Seimen segment		7,832		15.9%				6,716		13.8%		6,182		13.2%		534				14,548		14.9%								Segment profit

				Overseas 
segment		FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017										Ratio to prev. period = YoY

						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue

				Revenue		16,720		100.0%				16,574		100.0%		16,518		100.0%		56				33,294		100.0%								% to revenue のeの切り方がおかしいので

				Operating profit of 
Marugame Seimen segment		2,352		14.1%				1,909		11.5%		1,900		11.5%		9				4,261		12.8%								フォントサイズあるいは列の幅を変える必要があります





































出店計画

																										AS

								出店		退店		2020年
3月末 ネン ガツ マツ		投資額
（概算　百万円） トウシ ガク ガイサン ヒャクマンエン				2019年
3月 ネン ガツ														2020年3月期 ネン ガツキ		2021年3月期 ネン ガツキ		2022年3月期 ネン ガツキ		2023年3月期 ネン ガツキ		2024年3月期 ネン ガツキ

																										出店 シュッテン		小 ショウ				2		7		8		8		8

				国内 コクナイ				76		15		1,164		5,376				1,103										大 ダイ				1		6		6		7		7

						丸亀製麺		32		5		844		2,240				817										計 ケイ				3		13		14		15		15

						とん一 イチ		3		2		54		97				53								退店 タイ テン		小 ショウ				0		1		1		1		1

						カフェ		10		0		39		1,500				29										大 ダイ				0		0		0		0		0

						晩杯屋 バ		3		0		52		70				49										計 ケイ				0		1		1		1		1

						ずんどう屋 ヤ		3		0		48		191				45								純増 ジュン ゾウ		小 ショウ				2		6		7		7		7

						その他 タ		25		8		127		1,278				110										大 ダイ				1		6		6		7		7

				海外 カイガイ				145		24		696		1,940				575										計 ケイ				3		12		13		14		14

						連結子会社 レンケツ コガイシャ		69		12		229		1,850				172

						持分法適用会社 モチブン ホウ テキヨウ カイシャ		52		12		247		90				207								ずんどう屋 ヤ

						純粋ＦＣ ジュンスイ		24		0		220		0				196										Year0		Year1		Year2		Year3

				合 計 ゴウ ケイ				221		39		1,860		7,316				1,678										2019/03期 キ		2020/03期 キ		2021/03期 キ		2022/03期 キ

																										出店数 シュッテン スウ		9		3		10		10

						※その他　の内訳 タ ウチワケ																				退店数 タイ テン スウ		0		0		0		0

																										店舗数 テンポスウ		45		48		58		68













								Open		Close		2020
Mar						2019
Mar



				Domestic				76		15		1,164		5,376				1,103

						Marugame Seimen		32		5		844		2,240

						Butaya Tonichi （Tonkatsu,tonteki）		3		2		54		97

						Kona's CoffeeRoasted（Cafe）		10		0		39		1,500

						Banpaiya (Standing Bar)		3		0		52		70

						Zundoya (Ramen)		3		0		48		191

						Others		25		8		127		1,278

				Overseas				145		24		696		1,940

						Subsidiaries		69		12		229		1,850

						JVs		52		12		247		90

						FCs		24		0		220		0

				Total				221		39		1,860		7,316



















中期計画

				連結PL (IFRS) レンケツ

						2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期								H29.3期 キ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		159,059		-		109.7%		174,683		-		109.8%		200,803		-		115.0%				145,022

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		29,640		18.6%		239.0%		32,373		18.5%		109.2%		36,161		18.0%		111.7%				12,402

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,689		4.2%		290.6%		9,086		5.2%		135.8%		12,045		6.0%		132.6%				2,302

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		5,266		3.3%		393.9%		8,500		4.9%		161.4%		11,481		5.7%		135.1%				1,337

				当期利益 トウキ リエキ		2,704		1.7%		1223.5%		5,615		3.2%		207.7%		7,712		3.8%		137.3%				221

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		2,610		1.6%		977.5%		5,434		3.1%		208.2%		7,488		3.7%		137.8%				267



				丸亀製麺セグメントPL マルガメ セイ メン

						2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		97,880		-		199.0%		99,307		-		101.5%		107,694		-		108.4%				49,183

				セグメント利益 リエキ		14,548		14.9%		185.8%		12,817		12.9%		88.1%		14,149		13.1%		110.4%				7,832



				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

						2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		33,294		-		199.1%		36,604		-		109.9%		41,549		-		113.5%				16,720

				セグメント利益 リエキ		4,261		12.8%		181.2%		4,452		12.2%		104.5%		4,913		11.8%		110.4%				2,352



				出店  シュッテン		221						326						412								退店 タイ テン		30期 キ		31期 キ		32期 キ

				　国内 コクナイ		76						138						199										15		16		16

				　海外 カイガイ		145						188						213										24		26		25

				累計店舗数 ルイケイ テンポ スウ		1,860						2,144						2,515								1,687

				　国内 コクナイ		1,164						1,286						1,469								1,103

				　海外 カイガイ		696						858						1,046								575





















				Consolidated PL (IFRS)

						FY2019						FY2020						FY2021								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		159,059		-		109.7%		174,683		-		109.8%		200,803		-		115.0%				95,587

				Adjusted EBITDA		29,640		18.6%		239.0%		32,373		18.5%		109.2%		36,161		18.0%		111.7%				12,799

				Operating profit		6,689		4.2%		290.6%		9,086		5.2%		135.8%		12,045		6.0%		132.6%				8,733

				Profit before tax		5,266		3.3%		393.9%		8,500		4.9%		161.4%		11,481		5.7%		135.1%				8,117

				Profit for the year		2,704		1.7%		1223.5%		5,615		3.2%		207.7%		7,712		3.8%		137.3%				5,242

				Profit for the year attributable to owners of the parents		2,610		1.6%		977.5%		5,434		3.1%		208.2%		7,488		3.7%		137.8%				5,212



				Ｍａｒｕｇａｍｅｓｅｉｍｅｎ segment

						FY2019						FY2020						FY2021								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		97,880		-		199.0%		99,307		-		101.5%		107,694		-		108.4%				6,255

				segment profit		14,548		14.9%		185.8%		12,817		12.9%		88.1%		14,149		13.1%		110.4%				436





				Overseas segment

						FY2018						FY2019						FY2020								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		33,294		-		199.1%		36,604		-		109.9%		41,549		-		113.5%				6,255

				segment profit		4,261		12.8%		181.2%		4,452		12.2%		104.5%		4,913		11.8%		110.4%				436



				Numbers of opening stores(numbers in overseas）		221				0.0%		326				0.0%		412				0.0%

				Total numbers of stores(numbers of overses)		1,860				0.0%		2,144				0.0%		2,515				0.0%				1,092		246



				Numbers of opening stores(numbers in overseas）

				Total numbers of stores(numbers of overses)





IFRS

		■2015年3月期：IFRS連結業績予想シミュレーション ネン ガツ キ レンケツ ギョウセキ ヨソウ

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		実績 ジッセキ		J-GAAP						IFRS				差異 サイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				0

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,564				営業利益 エイギョウ リエキ		4,177				△ 3,387

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,994				税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		3,602				△ 3,392

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,606				当期利益 トウキ リエキ		1,985				29

								　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,956				△ 650



		↓実績のJ-GAAPとIFRSの差異を元にIFRS予算を試算 ジッセキ サイ モト ヨサン シサン												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		予想 ヨソウ		J-GAAP						IFRS				調整 チョウセイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		84,803				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		84,803				0

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,200				営業利益 エイギョウ リエキ		3,900				△ 3,300

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,928				税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		3,628				△ 3,300

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,132				当期利益 トウキ リエキ		1,762				30

								　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,732				△ 400		※調整 チョウセイ





Sheet4

		連結純損益計算書の差異 レンケツ ジュンソンエキ ケイサンショ サイ

																						（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		日本基準（J-GAAP） ニホン キジュン						①日本基準（J-GAAP）の表示組替 ニホン キジュン ヒョウジ クミカエ						②国際会計基準（IFRS） コクサイ カイケイ キジュン						差異②－① サイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		0

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		0

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		0

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 57,421				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 57,421				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 58,605				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 1,183		※1

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,564				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 1,849				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 2,155				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 306		※2

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		277				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		338				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		324				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		△ 14

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		△ 848				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 342				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 374				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 32

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,994				営業利益 エイギョウ リエキ		5,711				営業利益 エイギョウ リエキ		4,175				営業利益 エイギョウ リエキ		△ 1,536

		特別利益 トクベツ リエキ		172				金融収益 キンユウ シュウエキ		111				金融収益 キンユウ シュウエキ		206				金融収益 キンユウ シュウエキ		95		※3

		特別損失 トクベツ ソンシツ		△ 2,068				金融費用 キンユウ ヒヨウ		△ 646				金融費用 キンユウ ヒヨウ		△ 637				金融費用 キンユウ ヒヨウ		9

		税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		5,098				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 77				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 130				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 53		※4

		法人税等 ホウジンゼイ トウ		△ 2,429				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		5,098				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		3,614				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		△ 1,484

		少数株主調整前当期純利益 ショウスウ カブヌシ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		2,669				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		△ 2,429				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		△ 1,603				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		826		※5

		少数株主損益 ショウスウ カブヌシ ソンエキ		△ 29				当期利益 トウキ リエキ		2,669				当期利益 トウキ リエキ		2,011				当期利益 トウキ リエキ		△ 658

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,640				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		2,640				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,982				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		△ 658

								　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		29				　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		29				　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		0

																				IFRSと日本基準の主な差異 ニホン キジュン オモ サイ

																		※1		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		△ 869		定額法への遡及修正 テイガク ホウ ソキュウ シュウセイ

				日本基準（J-GAAP） ニホン キジュン				国際会計基準（IFRS） コクサイ カイケイ キジュン												租税公課 ソゼイ コウカ		△ 344		法人税等（均等割）より振替 ホウジンゼイ トウ キントウワリ フリカエ

		営業利益 エイギョウ リエキ		売上総利益－販売費及び一般管理費 ウリアゲ ソウリエキ ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				売上総利益－販売費及び一般管理費－減損損失＋その他の営業収益－その他の営業費用 ウリアゲ ソウリエキ ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ ゲンソン ソンシツ タ エイギョウ シュウエキ タ エイギョウ ヒヨウ												その他 タ		30

																				計 ケイ		△ 1,183

		経常利益 ケイジョウ リエキ		営業利益＋営業外収益－営業外費用 エイギョウ リエキ エイギョウガイ シュウエキ エイギョウガイ ヒヨウ				経常利益、特別損益の概念はなく、金融収益、金融費用及び持分法による投資損益以外は、営業利益に加減 ケイジョウ リエキ トクベツ ソンエキ ガイネン キンユウ シュウエキ キンユウ ヒヨウ オヨ モチブンポウ トウシ ソンエキ イガイ エイギョウ リエキ カゲン										※2		減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 251		割引後CFとの比較 ワリビキ アト ヒカク

																				減損損失（のれん） ゲンソン ソンシツ		△ 55		非償却分を減損 ヒ ショウキャク ブン ゲンソン

		金融収益 キンユウ シュウエキ		－				受取利息、為替差益等 ウケトリ リソク カワセ サエキ トウ												計 ケイ		△ 306

		金融費用 キンユウ ヒヨウ		－				支払利息、為替差損等 シハライ リソク カワセ サソン トウ										※3		受取利息 ウケトリ リソク		95		敷金保証金を償却原価に シキキン ホショウキン ショウキャク ゲンカ

																				計 ケイ		95

																		※4		持分法による投資損失 モチブンポウ トウシ ソンシツ		△ 86		全ての共同支配企業を持分法適用に スベ キョウドウ シハイ キギョウ モチブンポウ テキヨウ

																				持分法による投資損失 モチブンポウ トウシ ソンシツ		33		持分法のれんの非償却 モチブンポウ ヒ ショウキャク

																				計 ケイ		△ 53

																		※5		法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		345		均等割を租税公課に振替 キントウワリ ソゼイ コウカ フリカエ

																				法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		132		税率変更による修正 ゼイリツ ヘンコウ シュウセイ

																				法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		349		IFRS修正に係る税効果調整 シュウセイ カカ ゼイ コウカ チョウセイ

																				計 ケイ		826



表示組替

IFRS調整



世界ランキング

				世界外食企業ランキング（上場企業）上位10社

						企業名		国名		売上高
（百万ドル）		決算期		展開ブランド

				1		McDonald's Corporation 		アメリカ		28,106		41609		McDonald's

				2		Starbucks Corporation 		アメリカ		14,892		41518		Starbucks

				3		Yum Brands Inc 		アメリカ		13,084		41609		KFC/Pizza Hut/Taco Bell、他

				4		Darden Restaurants Inc 		アメリカ		6,286		41760		Red Lobster/Olive Garden/
LongHorn Steakhouse、他

				5		AUTOGRILL SPA 		イタリア		6,207		41609		FC含む250ブランド以上を展開

				6		ゼンショーホールディングス		日本		4,679		41699		すき家/ココス/はま寿司、他

				7		Bloomin Brands Inc		アメリカ		4,129		41609		OUTBACK STEAKHOUSE
/CARRABBA'S、他

				8		ARCOS DORADOS 
HOLDINGS INCORPORATED 		アルゼンチン		4,033		41609		（中南米、カリブ海エリアの
McDonald's franchisee）

				9		Chipotle Mexican Grill, Inc. 		アメリカ		3,215		41609		Chipotle

				10		TIM HORTONS INCORPORATED		カナダ		3,162		41609		Tim Hortons、他

				（出所）各社決算資料等よりみずほ銀行産業調査部作成





						McDonald's Corporation 		(		アメリカ		)		28,106

						Starbucks Corporation 		(		アメリカ		)		14,892

						Yum Brands Inc 		(		アメリカ		)		13,084

						Darden Restaurants Inc 		(		アメリカ		)		6,286
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						McDonald's Corporation (アメリカ)		28,106

						Starbucks Corporation (アメリカ)		14,892

						Yum Brands Inc (アメリカ)		13,084

						Darden Restaurants Inc (アメリカ)		6,286

						AUTOGRILL SPA (イタリア)		6,207

						ゼンショーホールディングス(日本)		4,679

						Bloomin Brands Inc(アメリカ)		4,129

						ARCOS DORADOS 
HOLDINGS INCORPORATED (アルゼンチン)		4,033

						Chipotle Mexican Grill, Inc. (アメリカ)		3,215

						TIM HORTONS INCORPORATED(カナダ)		3,162





						TIM HORTONS Inc.(カナダ)		3,162

						Chipotle Mexican Grill, Inc. (アメリカ)		3,215

						ARCOS DORADOS HD Inc. (アルゼンチン)		4,033

						Bloomin Brands Inc.(アメリカ)		4,129

						ゼンショーホールディングス(日本)		4,679

						AUTOGRILL SPA (イタリア)		6,207

						Darden Restaurants Inc. (アメリカ)		6,286

						Yum Brands Inc. (アメリカ)		13,084

						Starbucks Corporation (アメリカ)		14,892

						McDonald's Corporation (アメリカ)		28,106









						TIM HORTONS Inc.		3,162

						Chipotle Mexican Grill, Inc. 		3,215

						ARCOS DORADOS HD Inc. 		4,033

						Bloomin Brands Inc.		4,129

						ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.		4,679

						AUTOGRILL SPA 		6,207

						Darden Restaurants Inc. 		6,286

						Yum Brands Inc. 		13,084

						Starbucks Corporation 		14,892

						McDonald's Corporation 		28,106





						McDonald's Corporation 		28,106

						Starbucks Corporation 		14,892

						Yum Brands Inc. 		13,084

						Darden Restaurants Inc. 		6,286

						AUTOGRILL SPA 		6,207

						ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.		4,679

						Bloomin Brands Inc.		4,129

						ARCOS DORADOS HD Inc. 		4,033

						Chipotle Mexican Grill, Inc. 		3,215

						TIM HORTONS Inc.		3,162



TIM HORTONS Inc.(カナダ)	Chipotle Mexican Grill, Inc. (アメリカ)	ARCOS DORADOS HD Inc. (アルゼンチン)	Bloomin Brands Inc.(アメリカ)	ゼンショーホールディングス(日本)	AUTOGRILL SPA (イタリア)	Darden Restaurants Inc. (アメリカ)	Yum Brands Inc. (アメリカ)	Starbucks Corporation (アメリカ)	McDonald's Corporation (アメリカ)	3162	3215	4033	4129	4679	6207	6286	13084	14892	28106	McDonald's Corporation 	Starbucks Corporation 	Yum Brands Inc. 	Darden Restaurants Inc. 	AUTOGRILL SPA 	ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.	Bloomin Brands Inc.	ARCOS DORADOS HD Inc. 	Chipotle Mexican Grill, Inc. 	TIM HORTONS Inc.	28106	14892	13084	6286	6207	4679	4129	4033	3215	3162	

基礎資料

		ＢＩ　「月別・日別推移」　→　「当月レート」　は、前月末のレートを採用 ツキベツ ヒ ベツ スイイ トウゲツ ゼンゲツ マツ サイヨウ

		閉店日　＞＝2016/03/31　（3/31以前に閉店した店舗は含まない） 　 開店日　＜＝2015/12/31（12/31以前に開店した店舗を含む）　など　　を選択 ヘイ テン テンポ フク カイテン ヒ イゼン カイテン テンポ フク

		*は取る ト

		開店、閉店の情報は、右クリックでロックする カイテン ヘイテン ジョウホウ ミギ

		⇒　2016/1/1から03/31まで、ひと月フルで営業していた店舗を対象にしている ツキ エイギョウ テンポ タイショウ

		1Q		閉店日　＞＝2018/3/31　		開店日 ＜＝2017/12/31

		2Q		閉店日　＞＝2018/06/30　		開店日 ＜＝2017/12/31

		3Q		閉店日　＞＝2018/09/30　		開店日 ＜＝2017/12/31

		4Q		閉店日　＞＝2018/12/31　		開店日 ＜＝2017/12/31

		※台湾は注意 タイワン チュウイ

		※丸亀製麺だけ絞る マ シボ

		アメリカ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		11,037,015		1,236,035,309		0		-		944,199,552		130.91%		1,085,440		887,294		122.3%		1,139		0		-		-		-		-		-		3

		2018/01		934,634		104,669,658		0		-		67,798,467		154.38%		94,437		67,217		140.5%		1,108		0		-		-		-		-		-

		2018/02		865,529		96,930,585		0		-		58,289,841		166.29%		86,893		58,009		149.8%		1,116		0		-		-		-		-		-

		2018/03		940,247		105,298,244		0		-		62,867,453		167.49%		93,828		62,064		151.2%		1,122		0		-		-		-		-		-

		2018/04		879,409		98,484,986		0		-		62,713,474		157.04%		88,931		61,268		145.2%		1,107		0		-		-		-		-		-

		2018/05		923,118		103,380,016		0		-		66,076,146		156.46%		92,310		63,938		144.4%		1,120		0		-		-		-		-		-

		2018/06		891,830		99,876,097		0		-		65,094,909		153.43%		89,438		63,065		141.8%		1,117		0		-		-		-		-		-

		2018/07		918,801		102,896,533		0		-		71,199,415		144.52%		91,340		67,966		134.4%		1,127		0		-		-		-		-		-

		2018/08		933,509		104,543,639		0		-		75,557,404		138.36%		90,175		71,798		125.6%		1,159		0		-		-		-		-		-

		2018/09		902,763		101,100,405		0		-		89,716,330		112.69%		87,740		82,737		106.0%		1,152		0		-		-		-		-		-

		2018/10		904,814		101,330,172		0		-		108,372,002		93.50%		87,870		96,758		90.8%		1,153		0		-		-		-		-		-

		2018/11		902,780		101,102,360		0		-		107,716,571		93.86%		87,338		96,159		90.8%		1,158		0		-		-		-		-		-

		2018/12		1,039,580		116,422,613		0		-		108,797,539		107.01%		95,140		96,315		98.8%		1,224		0		-		-		-		-		-

						34,334,314										30,151						1,139

						34,334

		韓国 カンコク

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		6,706,938,740		670,693,874		0		-		680,174,538		98.61%		755,090		803,853		93.9%		888		0		-		-		-		-		-		10

		2018/01		566,061,780		56,606,178		0		-		57,115,579		99.11%		66,453		66,098		100.5%		852		0		-		-		-		-		-

		2018/02		520,514,890		52,051,489		0		-		52,995,374		98.22%		60,381		61,720		97.8%		862		0		-		-		-		-		-

		2018/03		572,189,740		57,218,974		0		-		50,865,872		112.49%		66,336		59,949		110.7%		863		0		-		-		-		-		-

		2018/04		541,064,440		54,106,444		0		-		54,753,092		98.82%		60,522		65,413		92.5%		894		0		-		-		-		-		-

		2018/05		564,352,660		56,435,266		0		-		57,043,792		98.93%		63,559		68,308		93.0%		888		0		-		-		-		-		-

		2018/06		535,459,550		53,545,955		0		-		56,203,125		95.27%		60,112		67,006		89.7%		891		0		-		-		-		-		-

		2018/07		605,035,010		60,503,501		0		-		59,664,308		101.41%		68,244		70,970		96.2%		887		0		-		-		-		-		-

		2018/08		600,337,740		60,033,774		0		-		60,273,538		99.60%		67,212		71,770		93.6%		893		0		-		-		-		-		-

		2018/09		539,093,950		53,909,395		0		-		54,244,144		99.38%		58,602		64,180		91.3%		920		0		-		-		-		-		-

		2018/10		551,903,530		55,190,353		0		-		56,888,227		97.02%		61,414		67,561		90.9%		899		0		-		-		-		-		-

		2018/11		542,895,370		54,289,537		0		-		57,939,978		93.70%		59,548		68,212		87.3%		912		0		-		-		-		-		-

		2018/12		568,030,080		56,803,008		0		-		62,187,509		91.34%		62,707		72,666		86.3%		906		0		-		-		-		-		-

						5,589,116										6,292						888

						5,589

		台湾 タイワン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計				2,971,667,163										4,616,338								0		-		-		-		-		-		28

		2018/04		73,235,984		262,917,183		0		-		251,137,520		104.69%		389,494		407,124		95.7%		675		0		-		-		-		-		-

		2018/05		68,393,158		245,531,437		0		-		257,344,792		95.41%		378,505		388,993		97.3%		649		0		-		-		-		-		-

		2018/06		71,168,994		255,496,688		0		-		254,627,460		100.34%		391,780		386,317		101.4%		652		0		-		-		-		-		-

		2018/07		77,465,930		278,102,689		0		-		291,768,623		95.32%		431,510		435,155		99.2%		644		0		-		-		-		-		-

		2018/08		68,986,210		247,660,494		0		-		279,460,312		88.62%		400,710		422,766		94.8%		618		0		-		-		-		-		-

		2018/09		66,685,851		239,402,205		0		-		209,331,593		114.37%		368,591		319,832		115.2%		650		0		-		-		-		-		-

		2018/10		65,631,275		235,616,277		0		-		262,058,946		89.91%		359,469		395,002		91.0%		655		0		-		-		-		-		-

		2018/11		60,463,169		217,062,777		0		-		238,986,853		90.83%		350,028		358,597		97.6%		620		0		-		-		-		-		-

		2018/12		74,003,339		265,671,987		0		-		270,622,985		98.17%		418,034		405,124		103.2%		636		0		-		-		-		-		-

		2019/01		66,674,732		239,362,288		0		-		229,919,385		104.11%		376,272		353,655		106.4%		636		0		-		-		-		-		-

		2019/02		68,961,950		247,573,401		0		-		271,017,195		91.35%		380,474		385,962		98.6%		651		0		-		-		-		-		-

		2019/03		66,091,849		237,269,738		0		-		236,765,436		100.21%		371,471		349,155		106.4%		639		0		-		-		-		-		-

						8,844,248										13,739						644

						8,844

		ロシア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		249,820,501		489,648,182		0		-		606,340,489		80.75%		619,308		768,902		80.5%		791		0		-		-		-		-		-		7

		2018/01		23,475,281		46,011,550		0		-		37,642,492		122.23%		57,336		48,483		118.3%		802		0		-		-		-		-		-

		2018/02		23,467,768		45,996,825		0		-		41,677,393		110.36%		58,371		53,890		108.3%		788		0		-		-		-		-		-

		2018/03		28,161,829		55,197,185		0		-		55,066,665		100.24%		69,347		70,917		97.8%		796		0		-		-		-		-		-

		2018/04		29,134,888		57,104,380		0		-		51,409,079		111.08%		71,632		65,798		108.9%		797		0		-		-		-		-		-

		2018/05		28,300,303		55,468,594		0		-		51,420,349		107.87%		69,890		66,385		105.3%		794		0		-		-		-		-		-

		2018/06		29,105,898		57,047,559		0		-		51,120,385		111.59%		69,055		62,666		110.2%		826		0		-		-		-		-		-

		2018/07		26,761,752		52,453,033		0		-		47,238,507		111.04%		64,403		59,162		108.9%		814		0		-		-		-		-		-

		2018/08		25,422,365		49,827,835		0		-		46,456,545		107.26%		61,844		62,566		98.8%		806		0		-		-		-		-		-

		2018/09		11,250,390		22,050,764		0		-		56,269,767		39.19%		30,150		69,913		43.1%		731		0		-		-		-		-		-

		2018/10		12,932,184		25,347,080		0		-		59,012,452		42.95%		35,088		73,440		47.8%		722		0		-		-		-		-		-

		2018/11		11,807,845		23,143,376		0		-		56,289,703		41.11%		32,192		69,802		46.1%		719		0		-		-		-		-		-

		2018/12		0		0		0		-		52,737,152		0.00%		0		65,880		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

						6,359,067										8,043						791

						6,359

		中国 チュウゴク

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		253,847,903		4,257,029,327		0		-		4,276,874,170		99.54%		6,629,104		6,377,268		103.9%		642		0		-		-		-		-		-		69

		2018/01		21,499,479		360,546,268		0		-		354,313,915		101.76%		547,348		520,677		105.1%		659		0		-		-		-		-		-

		2018/02		19,902,231		333,760,419		0		-		317,080,764		105.26%		517,272		471,878		109.6%		645		0		-		-		-		-		-

		2018/03		21,157,732		354,815,159		0		-		340,711,334		104.14%		537,201		509,587		105.4%		660		0		-		-		-		-		-

		2018/04		20,238,475		339,399,222		0		-		339,685,662		99.92%		510,965		494,047		103.4%		664		0		-		-		-		-		-

		2018/05		20,188,411		338,559,649		0		-		350,489,524		96.60%		559,414		518,800		107.8%		605		0		-		-		-		-		-

		2018/06		21,499,488		360,546,409		0		-		380,465,857		94.76%		654,384		552,143		118.5%		551		0		-		-		-		-		-

		2018/07		24,090,931		404,004,918		0		-		401,912,616		100.52%		634,219		600,567		105.6%		637		0		-		-		-		-		-

		2018/08		23,709,415		397,606,893		0		-		391,397,135		101.59%		601,990		597,178		100.8%		660		0		-		-		-		-		-

		2018/09		20,247,900		339,557,280		0		-		340,705,766		99.66%		521,964		521,082		100.2%		651		0		-		-		-		-		-

		2018/10		20,449,485		342,937,857		0		-		340,641,385		100.67%		529,361		522,324		101.3%		648		0		-		-		-		-		-

		2018/11		19,610,734		328,872,006		0		-		339,044,797		97.00%		504,097		506,954		99.4%		652		0		-		-		-		-		-

		2018/12		21,253,622		356,423,248		0		-		380,425,416		93.69%		510,889		562,031		90.9%		698		0		-		-		-		-		-

						5,141,340										8,006						642

						5,141

		タイ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		136,089,230		485,838,550		0		-		539,844,041		90.00%		876,307		1,107,020		79.2%		554		0		-		-		-		-		-		22

		2018/01		13,421,005		47,912,987		0		-		40,074,580		119.56%		101,773		76,489		133.1%		471		0		-		-		-		-		-

		2018/02		11,488,032		41,012,276		0		-		37,324,473		109.88%		84,617		71,707		118.0%		485		0		-		-		-		-		-

		2018/03		12,723,835		45,424,091		0		-		42,611,486		106.60%		94,942		86,311		110.0%		478		0		-		-		-		-		-

		2018/04		12,840,018		45,838,865		0		-		45,051,056		101.75%		95,161		92,636		102.7%		482		0		-		-		-		-		-

		2018/05		12,432,458		44,383,875		0		-		37,668,891		117.83%		93,249		81,002		115.1%		476		0		-		-		-		-		-

		2018/06		12,305,931		43,932,174		0		-		45,718,692		96.09%		93,433		93,906		99.5%		470		0		-		-		-		-		-

		2018/07		12,344,254		44,068,987		0		-		46,736,223		94.29%		94,490		97,973		96.4%		466		0		-		-		-		-		-

		2018/08		12,112,614		43,242,032		0		-		48,688,249		88.81%		92,877		100,836		92.1%		466		0		-		-		-		-		-

		2018/09		11,428,445		40,799,549		0		-		49,654,757		82.17%		86,171		101,589		84.8%		473		0		-		-		-		-		-

		2018/10		5,156,638		18,409,197		0		-		46,566,077		39.53%		39,594		96,613		41.0%		465		0		-		-		-		-		-

		2018/11		7,520,459		26,848,037		0		-		46,014,052		58.35%		0		94,430		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

		2018/12		12,315,541		43,966,481		0		-		53,735,506		81.82%		0		113,528		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

						1,840,298										3,319						554

						1,840

		カンボジア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		723,052		80,974,591		0		-		79,876,540		101.37%		174,243		162,171		107.4%		465		0		-		-		-		-		-		1

		2018/01		60,902		6,820,403		0		-		5,835,079		116.89%		16,075		11,579		138.8%		424		0		-		-		-		-		-

		2018/02		54,361		6,087,933		0		-		5,431,325		112.09%		14,896		10,550		141.2%		409		0		-		-		-		-		-

		2018/03		61,330		6,868,311		0		-		6,083,072		112.91%		16,130		11,790		136.8%		426		0		-		-		-		-		-

		2018/04		62,016		6,945,199		0		-		6,234,230		111.40%		15,308		12,235		125.1%		454		0		-		-		-		-		-

		2018/05		55,382		6,202,267		0		-		6,263,222		99.03%		13,486		12,003		112.4%		460		0		-		-		-		-		-

		2018/06		57,645		6,455,609		0		-		6,783,814		95.16%		14,438		13,411		107.7%		447		0		-		-		-		-		-

		2018/07		55,777		6,246,474		0		-		7,030,093		88.85%		13,565		14,230		95.3%		460		0		-		-		-		-		-

		2018/08		61,259		6,860,382		0		-		7,381,441		92.94%		13,868		17,560		79.0%		495		0		-		-		-		-		-

		2018/09		56,863		6,368,142		0		-		6,971,815		91.34%		12,830		16,316		78.6%		496		0		-		-		-		-		-

		2018/10		66,844		7,485,806		0		-		7,285,194		102.75%		15,078		8,131		185.4%		496		0		-		-		-		-		-

		2018/11		61,908		6,933,024		0		-		7,221,156		96.01%		13,870		16,264		85.3%		500		0		-		-		-		-		-

		2018/12		68,765		7,701,041		0		-		7,356,099		104.69%		14,699		18,102		81.2%		524		0		-		-		-		-		-

						6,747,883										14,520						465

						6,748



		フィリピン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		69,533,573		157,145,876		0		-		51,237,143		306.70%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-		1

		2018/01		5,292,606		11,961,289		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/02		5,112,480		11,554,205		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/03		5,498,906		12,427,527		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/04		5,373,300		12,143,657		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/05		5,335,998		12,059,355		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/06		5,364,759		12,124,355		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/07		5,704,955		12,893,197		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/08		5,886,499		13,303,488		0		-		6,529,648		203.74%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/09		5,779,436		13,061,526		0		-		10,703,669		122.03%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/10		6,103,613		13,794,166		0		-		10,936,373		126.13%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/11		7,099,325		16,044,475		0		-		10,674,562		150.31%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/12		6,981,697		15,778,635		0		-		12,392,892		127.32%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

						13,095,490										0						ERROR:#DIV/0!

						13,095



				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン				検算 ケンザン

				アメリカ (本土・ハワイ） ホンド		34,334		30,151		1,139				30,151		0				9364837.1399935

				韓国 カンコク		5,589		6,292		888				6,292		0				16312.6546754795

				台湾 タイワン		8,844		13,739		644				13,739		0

				カンボジア		6,748		14,520		465				14,520		0

				ロシア（持分）		6,359		8,043		791				8,043		0

				中国（持分） チュウゴク モチブン		5,141		8,006		642				8,006		0

				タイ（持分）		1,840		3,319		554				3,319		0



				日本 ニホン		9,364		16,312		574				16,314		(2)



				Overseas Marugame Seimen brand　Basic information						(Monthly data per store)

						Sales
 (1,000 yen)		# of Guests
 (person)		Sales per Guest
 (yen)

				USA		34,334		30,151		1,139

				South Korea		5,589		6,292		888

				Taiwan (ROC)		8,844		13,739		644

				Cambodia		6,748		14,520		465

				Russia<JV>		6,359		8,043		791

				China(PRC) <JV>		5,141		8,006		642

				Thailand <JV>		1,840		3,319		554



				Japan		9,364		16,312		574

				過去データ カコ

				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン

				アメリカ		26,129		27,025		967

				韓国 カンコク		5,290		7,119		743

				台湾 タイワン		11,937		22,143		539

				ロシア（持分）		7,198		9,602		750

				中国（持分） チュウゴク モチブン		7,092		11,545		614

				タイ（持分）		2,457		4,910		500



				日本 ニホン		9,000		16,393		548







				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン

				アメリカ		31,554		31,756		994

				韓国 カンコク		6,005		7,465		804

				台湾 タイワン		16,033		24,226		662

				ロシア（持分）		7,736		10,644		727

				中国（持分） チュウゴク モチブン		8,479		12,302		689

				タイ（持分）		3,160		5,895		536



				日本 ニホン		8,836		16,213		545









Sheet8

		ＢＩ　「月別・日別推移」　→　「当月レート」　は、前月末のレートを採用

		閉店日　＞＝2016/03/31　（3/31以前に閉店した店舗は含まない） 　 開店日　＜＝2015/12/31（12/31以前に開店した店舗を含む）　など　　を選択

		*は取る

		開店、閉店の情報は、右クリックでロックする

		⇒　2016/1/1から03/31まで、ひと月フルで営業していた店舗を対象にしている

		1Q		閉店日　＞＝2019/3/31　		開店日 ＜＝2018/12/31

		2Q		閉店日　＞＝2019/06/30　		開店日 ＜＝2018/12/31

		3Q		閉店日　＞＝2019/09/30　		開店日 ＜＝2018/12/31

		4Q		閉店日　＞＝2019/12/31　		開店日 ＜＝2018/12/31

		※台湾は注意

		※丸亀製麺だけ絞る

		アメリカ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		3,775,772		420,005,085		0		-		305,840,278		137.33%		337,051		275,982		122.1%		1,246		0		-		-		-		-		-		5

		2019/01		1,330,758		146,330,201		0		-		103,856,746		140.90%		119,232		95,555		124.8%		1,227		0		-		-		-		-		-

		2019/02		1,184,941		132,559,354		0		-		96,738,622		137.03%		106,025		86,846		122.1%		1,250		0		-		-		-		-		-

		2019/03		1,260,073		141,115,529		0		-		105,244,911		134.08%		111,794		93,581		119.5%		1,262		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						28,000,339										22,470						1,246

						28,000

		韓国

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		1,580,603,090		158,813,746		0		-		166,848,993		95.18%		168,792		193,299		87.3%		941		0		-		-		-		-		-		10

		2019/01		531,204,040		53,226,645		0		-		56,384,924		94.40%		56,111		66,028		85.0%		949		0		-		-		-		-		-

		2019/02		497,843,510		50,431,548		0		-		53,101,644		94.97%		52,356		60,794		86.1%		963		0		-		-		-		-		-

		2019/03		551,555,540		55,155,554		0		-		57,362,425		96.15%		60,325		66,477		90.7%		914		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						5,293,792										5,626						941

						5,294

		台湾

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		232,899,909		816,303,255		0		-		758,783,227		107.58%		1,329,643		1,181,087		112.6%		614		0		-		-		-		-		-		31

		2019/04		73,674,211		265,227,160		0		-		261,160,848		101.56%		416,169		386,621		107.6%		637		0		-		-		-		-		-

		2019/05		75,733,337		260,522,679		0		-		238,959,394		109.02%		427,957		385,683		111.0%		609		0		-		-		-		-		-

		2019/06		83,492,361		290,553,416		0		-		258,662,985		112.33%		485,517		408,783		118.8%		598		0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

		2020/01																						0		-		-		-		-		-

		2020/02																						0		-		-		-		-		-

		2020/03																						0		-		-		-		-		-

						8,777,454										14,297						614

						8,777

		ロシア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計																						0		-		-		-		-		-		7

		2019/01																						0		-		-		-		-		-

		2019/02																						0		-		-		-		-		-

		2019/03																						0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						0										0						ERROR:#DIV/0!

						0

		中国

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		69,477,772		1,162,673,494		0		-		1,061,504,165		109.53%		1,630,424		1,625,313		100.3%		713		0		-		-		-		-		-		82

		2019/01		24,548,265		406,273,781		0		-		355,683,668		114.22%		572,525		567,131		101.0%		710		0		-		-		-		-		-

		2019/02		20,942,029		354,129,712		0		-		339,296,373		104.37%		481,953		503,492		95.7%		735		0		-		-		-		-		-

		2019/03		23,987,478		402,270,001		0		-		366,524,124		109.75%		575,946		554,690		103.8%		698		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						4,726,315										6,628						713

						4,726

		タイ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		34,435,354		123,136,542		0		-		136,646,473		90.11%		253,698		284,956		89.0%		485		0		-		-		-		-		-		24

		2019/01		11,696,125		41,638,205		0		-		46,666,141		89.23%		86,060		99,389		86.6%		484		0		-		-		-		-		-

		2019/02		10,642,945		38,314,601		0		-		42,171,387		90.85%		78,347		86,202		90.9%		489		0		-		-		-		-		-

		2019/03		12,096,285		43,183,736		0		-		47,808,945		90.33%		89,291		99,365		89.9%		484		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						1,710,230										3,524						485

						1,710

		カンボジア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		212,624		23,661,393		0		-		19,685,795		120.20%		44,272		47,403		93.4%		534		0		-		-		-		-		-		1

		2019/01		70,102		7,708,390		0		-		6,646,907		115.97%		14,847		15,975		92.9%		519		0		-		-		-		-		-

		2019/02		67,257		7,524,062		0		-		6,105,202		123.24%		14,023		14,947		93.8%		537		0		-		-		-		-		-

		2019/03		75,265		8,428,942		0		-		6,933,686		121.57%		15,402		16,481		93.5%		547		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						7,887,131										14,757						534

						7,887



		フィリピン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		63,548,033		143,724,744		0		-		52,754,174		272.44%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-		4

		2019/01		20,170,105		45,181,036		0		-		11,837,618		381.67%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/02		12,739,773		29,301,477		0		-		13,061,748		224.33%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/03		30,638,155		69,242,230		0		-		27,854,807		248.58%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/04														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/05														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/06														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/07														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/08														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/09														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/10														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/11														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/12														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

						11,977,062										0						ERROR:#DIV/0!

						11,977



				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)				検算

				アメリカ (本土・ハワイ）		28,000		22,470		1,246				22,470		0				9364837.1399935

				韓国		5,294		5,626		941				5,626		0				16312.6546754795

				台湾		8,777		14,297		614				14,297		0

				カンボジア		7,887		14,757		534				14,757		0

				ロシア（持分）		0		0		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				中国（持分）		4,726		6,628		713				6,628		0

				タイ（持分）		1,710		3,524		485				3,524		0



				日本		9,813		17,685		555				17,681		4



				Overseas Marugame Seimen brand　Basic information						(Monthly data per store)

						Sales
 (1,000 yen)		# of Guests
 (person)		Sales per Guest
 (yen)

				USA		28,000		22,470		1,246

				South Korea		5,294		5,626		941

				Taiwan (ROC)		8,777		14,297		614

				Cambodia		7,887		14,757		534

				China(PRC) <JV>		4,726		6,628		713

				Thailand <JV>		1,710		3,524		485



				Japan		9,813		17,685		555

				過去データ

				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)

				アメリカ		26,129		27,025		967

				韓国		5,290		7,119		743

				台湾		11,937		22,143		539

				ロシア（持分）		7,198		9,602		750

				中国（持分）		7,092		11,545		614

				タイ（持分）		2,457		4,910		500



				日本		9,000		16,393		548







				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)

				アメリカ		31,554		31,756		994

				韓国		6,005		7,465		804

				台湾		16,033		24,226		662

				ロシア（持分）		7,736		10,644		727

				中国（持分）		8,479		12,302		689

				タイ（持分）		3,160		5,895		536



				日本		8,836		16,213		545









株主還元

				配当の推移

						2012年3月期		2014年
3月期		2015年
3月期		2016年
3月期		2017年
3月期		2018年
3月期		2019年
3月期		2020年
3月期
(予想) ヨソウ

				1株当たりの
年間配当額 ア		15円50銭		8円00銭		10円00銭		24円00銭		26円00銭		26円50銭		1円50銭		12円50銭

				配当性向		19.90%		37.00%		20.50%		19.90%		20.00%		24.68%		24.10%		20.56%



																										株主優待の内容

																										保有株式数		優待内容		継続保有優遇 ケイゾク ホユウ ユウグウ

																										実施回数 ジッシ カイスウ		年2回 ネン カイ		左記に追加 サキ ツイカ		年2回 ネン カイ

																										100株以上～200株未満		4,000円相当の割引券 ワリビキケン				ー

																										200株以上～500株未満		4,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン

																										500株以上～1,000株未満		10,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン

																										1,000株以上		15,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン



				Changes in Dividends

						Year ended March 31, 2012		Year ended March 31, 2014		Year ended March 31, 2015		Year ended March 31, 2016		Year ended March 31, 2017		Year ended March 31, 2018		Year ended March 31, 2019		Year ended March 31, 2020
(estimated)

				Annual dividend per share		15.50yen		8.00yen		10.00yen		24.00yen		26.00yen		26.50yen		1.50yen		12.50yen																Annual dividend per share

				Dividend payout ratio		19.90%		37.00%		20.50%		19.90%		20.00%		20.00%		24.10%		20.56%																Dividend payout ratio



																										Shareholder incentives

																										Number of shares		Incentive		Preferential treatment for continuous holding

																										The number of times		Twice a year		Twice a year						Shareholder incentives

																										100 - 200		4,000 yen value coupon 		Add to left		-				Shareholder incentives

																										200 - 500		4,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 

																										500 - 1,000		10,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 

																										1,000+  		15,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 





丸亀製麺　既存店

																																				Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar

						2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		2018年
3月期 ネン ガツキ		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		10月																												2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月 ガツ		2月		3月		4月 ガツ		5月 ガツ		6月

						FY 2015		FY 2016		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep						FY 2015		FY 2016		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun

						FY 2015		FY 2016		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		FY 2017 		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月						FY 2015		FY 2016		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar

				Net Sales		106.7%		103.8%		104.8%		105.2%		107.0%		110.2%		104.2%		105.1%		100.6%		100.5%		107.6%		103.2%		103.1%		101.1%		104.4%		103.3%		94.4%		97.9%		96.3%		95.2%		92.2%		96.5%		101.8%		96.3%		97.6%		96.8%		99.6%		96.7%		110.1%		105.7%		103.0%		106.2%		111.3%						2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月

				# of guests - Head count		101.8%		103.0%		104.1%		102.5%		102.5%		104.2%		98.6%		101.4%		99.1%		98.6%		101.7%		99.7%		99.5%		98.2%		100.8%		97.6%		91.0%		95.2%		99.8%		97.5%		93.0%		93.9%		99.6%		96.1%		94.9%		96.6%		98.7%		99.0%		122.6%		106.6%		99.3%		104.1%		111.5%				売上 ウリアゲ		106.7%		103.8%		104.4%		103.3%		94.4%		97.9%		96.3%		95.2%		92.2%		96.5%		101.8%		96.3%								97%		110%		106%

				Sales per guest  - Average soend per head		106.7%		100.9%		100.7%		102.6%		104.4%		105.8%		105.7%		103.7%		101.5%		101.9%		105.8%		103.5%		103.7%		102.9%		103.5%		105.8%		103.8%		102.9%		96.5%		97.7%		99.1%		102.8%		102.2%		100.2%		102.9%		100.2%		100.9%		97.7%		89.8%		99.1%		103.7%		101.9%		99.9%				客数 キャクスウ		101.8%		103.0%		100.8%		97.6%		91.0%		95.2%		99.8%		97.5%		93.0%		93.9%		99.6%		96.1%								99%		123%		107%

																																				0%		1.30%		-1.42%		1.31%		2.16%		-3.53%		2.12%		1.36%		-1.32%						-2.1%		0.3%		-2.8%		-1.8%		1.7%		-1.2%		0.6%				客単価 キャクタンカ		106.7%		100.9%		103.5%		105.8%		103.8%		102.9%		96.5%		97.7%		99.1%		102.8%		102.2%		100.2%								98%		90%		99%

																																		売上 ウリアゲ

																																補正後 ホセイ ゴ		客数 キャクスウ		97.6%		92.3%		93.8%		101.1%		99.7%		89.5%		96.0%		101.0%		94.8%		94.9%		96.6%		96.6%		99.3%		119.8%		104.8%		101.0%		102.9%		112.1%

																																		客単価 キャクタンカ		105.8%		103.8%		102.9%		96.5%		97.7%		99.1%		102.8%		102.2%		100.2%		102.9%		100.2%		100.9%		97.7%		89.8%		99.1%		103.7%		101.9%		99.9%

				Net Sales																																																																						Net Sales

				# of guests - Head count																																																																						# of guests - Head count

				Sales per guest  - Average soend per head																																																																						Sales per guest  - Average soend per head



				売上 ウリアゲ																																																																						売上 ウリアゲ

				客数 キャクスウ																																																																						客数 キャクスウ

				客単価 キャクタンカ																																																																						客単価 キャクタンカ



																																		CM		110.0%		110.4%		79.4%		125.7%		73.0%		93.0%



				売上 ウリアゲ																																																																						売上 ウリアゲ

				客数 キャクスウ																																																																						客数 キャクスウ

				客単価 キャクタンカ																																																																						客単価 キャクタンカ



																																				0.9229357851
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				FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018.2Q

				8,084,319		8,375,678		8,820,127		9,151,859		9,515,486		9,393,999

				8,084		8,376		8,820		9,152		9,515		9,394

												117.7%		112.2%

												1,431

				2013.04-2014.03		2014.04-2015.03		2015.04-2016.03		2016.04-2017.03		2017.04-2018.03		2018.04-2019.03

				2014年
3月期 ネン ガツキ		2015年
3月期 ネン ガツキ		2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		2019年
3月期3Q ネン ガツキ

				8,084,319		8,375,678		8,821,908		9,153,590		9,517,802		9290333.95227737

				8,084		8,376		8,822		9,154		9,518		9,290

												117.7%		114.9%

												1,433,483		1,206,015

				FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018.2Q

				2014年
3月期 ネン ガツキ		2015年
3月期 ネン ガツキ		2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		2019年
3月期3Q ネン ガツキ



2014年	
3月期	2015年	
3月期	2016年	
3月期	2017年	
3月期	2018年	
3月期	2019年	
3月期3Q	8084.3188461100035	8375.6776849462367	8821.9075525010794	9153.5900605864608	9517.8017006252685	9290.3339522773695	

IFRS16

				大きな変更点は、これまでのファイナンス・リースとオペレーティング・リースという分類がなくなり、あらゆるリースが資産計上されることだ。その結果、莫大な金額のリースが企業会計上に表面化することとなる。さらに、損益計算書上では、ほとんどのオペレーティング・リースの初期の影響が大きくなる。つまり、リースの初期費用が上がる。



				2019年の新基準適用以降、上場企業は2017年と18年の財務諸表にさかのぼって新基準適用を求められることとなる。非上場企業に関しても、同様に2018年と19年にさかのぼって適用となる。

				BS												ＰＬ

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				資産 シサン		○						○●				売上 ウリアゲ

				負債 フサイ		○						○●				販管費 ハ				●

																ＥＢＩＴＤＡ

				簿外 ボガイ				●								減価償却 ゲンカ ショウキャク		○						○●

																営業利益 エイギョウ リエキ

																財務費用 ザイム ヒヨウ		○						○●

																税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ





Sheet2

																								（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS（2019/4/1）※												ＰＬ(2019/4/1～2020/3/31)※

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								84,530				売上 ウリアゲ

				リース資産 シサン		5,658										販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン				15,443

				リース負債 フサイ		3,536						82,407				ＥＢＩＴＤＡ

																減価償却 ゲンカ ショウキャク		○						14,584

				簿外 ボガイ				●								営業利益 エイギョウ リエキ

																財務費用 ザイム ヒヨウ		○						498

																税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ



				BS（新規計上額）※ シンキ ケイジョウ ガク

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								78,872

				リース資産 シサン		○

				リース負債 フサイ		○						78,872



				簿外 ボガイ				●

				※IFRS16影響額に関しましては、将来期間の為替レートが不明、減損が未確定、社宅データが最新のものではないなど、

				数値の変動要素はありますので、その点はご留意ください。





Sheet3

																								（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS（2019/4/1）												ＰＬ(2019/4/1～2020/3/31)

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								84,530				売上 ウリアゲ

				リース資産 シサン		5,658										販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン				15,443

				リース負債 フサイ		3,536						82,407				ＥＢＩＴＤＡ

																減価償却 ゲンカ ショウキャク								14,584

				BS（新規計上額） シンキ ケイジョウ ガク												営業利益 エイギョウ リエキ

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン				財務費用 ザイム ヒヨウ								498

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース				税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ

				使用権資産 シヨウケン シサン								78,872

				リース資産 シサン

				リース負債 フサイ								78,872

				※IFRS16影響額に関しましては、将来期間の為替レートが不明、減損が未確定、社宅データが最新のものではないなど、

				数値の変動要素はありますので、その点はご留意ください。





Sheet6

																				（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS期首影響額 キシュ エイキョウガク										ＰＬ影響額(2019/4/1～2019/6/30) エイキョウガク

						旧会計基準(2019/3/31現在) キュウ カイケイ キジュン ゲンザイ		新基準により
追加的に認識(2019/4/1現在) シン キジュン ツイカテキ ニンシキ ゲンザイ		合計 ゴウケイ						旧会計基準 キュウ		IFRS16
影響額 エイキョウガク		新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース

				使用権資産 シヨウケン シサン				78,094		78,094				売上 ウリアゲ		39,212		0		39,212

				有形リース資産(期末帳簿価額) ユウケイ シサン キマツ チョウボ カガク		2,364				2,364				販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン		4,555		-3,735		819

				リース負債 フサイ		3,536		79,928		83,464				ＥＢＩＴＤＡ		3,653		3,624		7,277

				利益剰余金の減少(税効果会計等考慮後) リエキ ジョウヨキン ゲンショウ ゼイ コウカ カイケイ トウ コウリョ ゴ				880		880				減価償却 ゲンカ ショウキャク		1,126		3,624		4,751

														営業利益 エイギョウ リエキ		1,940		111		2,051

														金融費用 キンユウ ヒヨウ		345		124		469

														税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ		1,382		-13		1,369
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						2019年
3月 ネン ガツ		2020年
3月 ネン ガツ		2021年
3月 ネン ガツ		2022年
3月 ネン ガツ								2026年
3月 ネン ガツ				2019年
3月 ネン ガツ		2020年
3月 ネン ガツ		2021年
3月 ネン ガツ		2022年
3月 ネン ガツ				2026年
3月 ネン ガツ

				仮 カリ		145,190		166,116		192,054		218,455								350,000				145,190		166,116		192,054		218,455				350,000

								114%		116%		114%								ERROR:#DIV/0!						114%		116%		114%				ERROR:#DIV/0!

						0		39,203		52,239		67,284								150,000				0		39,203		52,239		67,284				150,000
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2019年	
3月	2020年	
3月	2021年	
3月	2022年	
3月	2026年	
3月	145190	166116	192054	218455	350000	2019年	
3月	2020年	
3月	2021年	
3月	2022年	
3月	2026年	
3月	1.2	1.236	1.272	1.3080000000000001	1.3440000000000001	1.3800000000000001	1.4160000000000001	1.42	2019年	
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3月	145190	166116	192054	218455	350000	2019年	
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Sheet7

				現状 ゲンジョウ												修正案 シュウセイ アン

						店舗数 テンポ スウ		売上（億円） ウリアゲ オク エン		売上（億円）
/店 ウリアゲ オク エン テン		月商（万円）
/店 ゲツ ショウ マン エン テン						店舗数 テンポ スウ		売上（億円） ウリアゲ オク エン		売上（億円）
/店 ウリアゲ オク エン テン		月商（万円）
/店 ゲツ ショウ マン エン テン

				北米 ホクベイ		1,000		1,000		1.0		833				北米 ホクベイ		1,000		1,000		1.0		833

				中南米 チュウナンベイ		200		100		0.5		417				中南米 チュウナンベイ		200		150		0.8		625

				欧州(+中東） オウシュウ チュウトウ		500		50		0.1		83		⇒		欧州(+中東） オウシュウ チュウトウ		500		350		0.7		583

				アジア		2,300		1,350		0.6		489				アジア		2,000		1,250		0.6		521

				日本 ニホン		2,000		2,500		1.3		1,042				日本 ニホン		2,000		2,000		1.0		833

																　TDJ以外 イガイ		300		250		0.8		694

						6,000		5,000		0.8		694						6,000		5,000		0.8		694





















image1.png




2Q



				連結PL (IFRS) レンケツ

						第2四半期 ダイ シハンキ						計画 ケイカク								前年同期 マエ ネン ドウキ キ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネンヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		80,017		100.0%		111.2%		77,748		100.0%		102.9%				71,981		100.0%

				事業利益 ジギョウ リエキ		5,840		7.3%		132.9%		3,651		4.7%		160.0%				4,393		6.1%

				EBITDA		15,499		19.4%		231.2%		13,793		17.7%		112.4%				6,705		9.3%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		15,560		19.4%		226.4%		14,093		18.1%		110.4%				6,872		9.5%

				営業利益 エイギョウ リエキ		5,084		6.4%		123.3%		3,359		4.3%		151.4%				4,122		5.7%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		4,100		5.1%		99.3%		3,073		4.0%		133.4%				4,128		5.7%

				四半期利益 シハンキ リエキ		2,601		3.3%		89.0%		2,009		2.6%		129.5%				2,923		4.1%				←値張り注意 アタイ バ チュウイ

				親会社の所有者に帰属する四半期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク シハンキ キ リエキ		2,569		3.2%		87.1%		1,948		2.5%		131.9%				2,948		4.1%



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		108.5%		47,039		100.0%		104.6%				45,346		100.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%				←　自動リンク ジドウ







				Consolidated PL (IFRS)																												Planned（計画した・された）　

						2Q FY 2019 						2Q FY 2019 (forecast) 								Previous period												一語だけでは違和感がありますがいかがでしょうか

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 				Amount		% to Revenue

				Revenue		80,017		100.0%		111.2%		77,748		100.0%		102.9%				71,981		100.0%										上期計画　H1 2018 (forecast) 

				Contribution margin		5,840		7.3%		132.9%		3,651		5%		160.0%				4,393		6.1%

				EBITDA		15,499		19.4%		231.2%		13,793		18%		112.4%				6,705		9.3%

				Adjusted EBITDA		15,560		19.4%		226.4%		14,093		18.1%		110.4%				6,872		9.5%										売上費　% to Sales 

				Operating profit		5,084		6.4%		123.3%		3,359		4.3%		151.4%				4,122		5.7%

				Profit before tax		4,100		5.1%		99.3%		3,073		4.0%		133.4%				4,128		5.7%										計画比 % to Plan 

				Profit for the year		2,601		3.3%		89.0%		2,009		2.6%		129.5%				2,923		4.1%

				Profit for the year attributable to owners of the parents		2,569		3.2%		87.1%		1,948		2.5%		131.9%				2,948		4.1%										前年比 YoY



				Marugameseimen segment																												英語では、表記の統一が重要になります。

				Revenue		49,183		100%		108.5%		47,039		100%		104.6%				45,346		100%										Pnanned(FY2018 2Q)

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%										 (2Q 2018) と期が前に来ます。

				Overseas segment																												カッコの前後には半角スペースが必要です。

				Revenue		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%





















4Q1



				連結PL (IFRS) レンケツ

						当期 トウキ										計画 ケイカク								前期 ゼンキ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		進捗率 シンチョク リツ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネンヒ				※値張りがあるので、計算式をチェック アタイ バ ケイサン シキ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		116,504		100.0%		49,660		100.0%		114.5%		112,233		100.0%		103.8%				101,779		100.0%		114.5%

				EBITDA		11,745		10.1%		-		-		-		-		-		-				12,167		12.0%		96.5%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		12,362		10.6%		-		-		96%		14,057		12.5%		87.9%				12,934		12.7%		95.6%

				営業利益 エイギョウ リエキ		7,635		6.6%		4,490		9.0%		88.6%		8,851		7.9%		86.3%				8,619		8.5%		88.6%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		7,175		6.2%		4,380		8.8%		84.8%		8,993		8.0%		79.8%				8,466		8.3%		84.8%

				当期利益 トウキ リエキ		4,663		4.0%		2,800		5.6%		83.5%		5,968		5.3%		78.1%				5,585		5.5%		83.5%				78.1%		※値張り アタイ バ

				親会社の所有者に帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウ キ リエキ		4,665		4.0%		2,810		5.7%		82.8%		5,970		5.3%		78.1%				5,631		5.5%		82.8%				78.1%		※値張り アタイ バ



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		49,660		100.0%		57.5%		89,306		100.0%		55.1%				85,598		100.0%		57.5%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		7,832		6.7%		-		-		-		14,913		-		-				13,674		13.4%		57.3%				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		49,660		100.0%		287.0%		6,876		100.0%		243.2%				5,826		100.0%		287.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		2,352		2.0%		-		-		-		366		-		-				363		0.4%		647.9%				←　自動リンク ジドウ

										　







				Consolidated PL (IFRS)

						FY 2017										FY 2017 Plan								Previous period

						Amount		Ratio to
Revenue		Planned		Ratio to
Revenue		Ratio to
Plannede		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Planned				Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		116,504		100.0%		49,660		100.0%		114.5%		112,233		100.0%		103.8%		0		101,779		100.0%		114.5%

				EBITDA		11,745		10.1%		-		-		-		-		-		-		0		12,167		12.0%		96.5%

				Adjusted EBITDA		12,362		10.6%		-		-		96%		14,057		12.5%		87.9%		0		12,934		12.7%		95.6%

				Operating profit		7,635		6.6%		4,490		9.0%		88.6%		8,851		7.9%		86.3%		0		8,619		8.5%		88.6%

				Profit before tax		7,175		6.2%		4,380		8.8%		84.8%		8,993		8.0%		79.8%		0		8,466		8.3%		84.8%

				Profit for the year		4,663		4.0%		2,800		5.6%		83.5%		5,968		5.3%		78.1%		0		5,585		5.5%		83.5%

				Profit for the year attributable to owners of the parents		4,665		4.0%		2,810		5.7%		82.8%		5,970		5.3%		78.1%		0		5,631		5.5%		82.8%

				Marugameseimen segment

				Revenue		49,183		100.0%		49,660		100.0%		57.5%		89,306		100.0%		55.1%		0		85,598		100.0%		57.5%

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		6.7%		-		-		-		14,913		-		-		0		13,674		13.4%		57.3%

				Overseas segment

				Revenue		16,720		100.0%		49,660		100.0%		287.0%		6,876		100.0%		243.2%		0		5,826		100.0%		287.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		2,352		2.0%		-		-		-		366		-		-		0		363		0.4%		647.9%





4Q



				連結PL (IFRS) レンケツ

						当期 トウキ						計画 ケイカク								前期 マエ ドウキ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		145,022		100.0%		124.5%		144,673		100.0%		100.2%				116,504		100.0%		124.5%

				EBITDA		8,671		6.0%		73.8%		-		-		-				11,745		10.1%		73.8%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		12,402		8.6%		100.3%		-		-		-				12,362		10.6%		100.3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		2,302		1.6%		30.2%		4,710		3.3%		48.9%				7,635		6.6%		30.2%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		1,337		0.9%		18.6%		4,219		2.9%		31.7%				7,175		6.2%		18.6%

				当期利益 トウキ リエキ		221		0.2%		4.7%		3,017		2.1%		7.3%				4,663		4.0%		4.7%				←値張り注意 アタイ バ チュウイ

				親会社の所有者に帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウ キ リエキ		267		0.2%		5.7%		3,105		2.1%		8.6%				4,665		4.0%		5.7%



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		108.5%		47,039		100.0%		104.6%				45,346		100.0%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%		0.0%				←　自動リンク ジドウ







				Consolidated PL (IFRS)																														Planned（計画した・された）　

						FY 2019 						Full -year forecast								FY 2018														一語だけでは違和感がありますがいかがでしょうか

						Millions of yen		Ratio to revenue		YoY change		Millions of yen		Ratio to revenue		Ratio to budget				Millions of yen		Ratio to revenue		YoY change

				Revenue		145,022		100.0%		124.5%		144,673		100.0%		100.2%				116,504		100.0%		124.5%										上期計画　H1 2018 (forecast) 

				EBITDA		8,671		6.0%		73.8%		-		-		-				11,745		10.1%		73.8%

				Adjusted EBITDA		12,402		8.6%		100.3%		-		-		-				12,362		10.6%		100.3%										売上費　% to Sales 

				Operating profit		2,302		1.6%		30.2%		4,710		3.3%		48.9%				7,635		6.6%		30.2%

				Profit before tax		1,337		0.9%		18.6%		4,219		2.9%		31.7%				7,175		6.2%		18.6%										計画比 % to Plan 

				Profit for the year		221		0.2%		4.7%		3,017		2.1%		7.3%				4,663		4.0%		4.7%

				Profit for the year attributable to owners of the parents		267		0.2%		5.7%		3,105		2.1%		8.6%				4,665		4.0%		5.7%										前年比 YoY



				Marugameseimen segment																														英語では、表記の統一が重要になります。

				Revenue		49,183		100%		108.5%		47,039		100%		104.6%				45,346		100%		0.0%										Pnanned(FY2018 2Q)

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%		0.0%										 (2Q 2018) と期が前に来ます。

				Overseas segment																														カッコの前後には半角スペースが必要です。

				Revenue		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%		0.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%		0.0%





















丸亀PL



				※項目　丸亀製麺を更新すれば他のセグメントもリンク コウモク マ コウシン タ																																																				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期 ダイ シハンキ						計画 ケイカク										前年同期 ゼンネン ドウキ																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキ ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキ ヒ																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		108.5%		47,039		100.0%		104.6%		104.6%				45,346		100.0%		108.5%																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%		117.8%				6,595		14.5%		118.8%		1,237																												税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Marugameseimen segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		49,183		100%		108.5%		47,039		100%		104.6%		104.6%				45,346		100%		108.5%										19,324		-		254.5%

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%		117.8%				6,595		14.5%		118.8%										14,576		75.4%		53.7%























とん一PL



																																																								その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				豚屋とん一セグメントPL  ブタ ヤ イチ																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期						計画										前年同期																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		1,827		100.0%		95.5%		1,940		100.0%		94.2%		94.2%				1,914		100.0%		95.5%																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ		55		3.0%		-		29		1.5%		188.2%		-				△ 12		-		-458.3%		67																												税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Butaya tonichi segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		1,827		100.0%		95.5%		1,940		100.0%		94.2%		94.2%				1,914		100.0%		95.5%										19,324		-		9.5%

				Operating profit of Butaya tonichi segment		55		3.0%		-		29		1.5%		2		-				△ 12		-		-458.3%										14,576		75.4%		0.4%























カフェPL



																																																								その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				カフェセグメントPL 																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期						計画										前年同期																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		2,595		100.0%		149.0%		2,278		100.0%		113.9%		113.9%				1,742		100.0%		149.0%																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ		116		4.5%		168.1%		94		4.1%		123.4%		-				69		4.0%		168.1%																														税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Butaya tonichi segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		2,595		100.0%		149.0%		2,278		100.0%		113.9%		113.9%				1,742		100.0%		149.0%										19,324		-		13.4%

				Operating profit of Butaya tonichi segment		116		4.5%		168.1%		94		4.1%		1		-				69		4.0%		168.1%										14,576		75.4%		0.8%























海外ＰＬ

				海外事業セグメントＰＬ カイガイ ジギョウ

						第2四半期						計画										前年同期

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%		102.0%				14,906		100.0%		112.2%

				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%		124.5%				1,695		11.4%		138.8%		657







				Overseas segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%		102.0%				14,906		100.0%		112.2%

				Operating profit of Overseas segment		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%		124.5%				1,695		11.4%		138.8%

















店舗数



								2019年
3月末 ネン ガツ マツ		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								出店		退店		2019年
9月末 ネン ガツ マツ

										1Q		2Q		3Q		4Q

				国内 コクナイ				1,103		7		0		-2		-4		36		16		1,123

						内、丸亀製麺 ウチ		817		7				-2		-4		11		4		824

				海外 カイガイ				575		-1				1		1		61		34		602

				合 計 ゴウ ケイ				1,678		6		0		-1		-3		97		50		1,725





								2019
Mar		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								Open		Close		2019
June

										1Q		2Q		3Q		4Q

				Domestic				1,103		7		0		(2)		(4)		36		16		1,123

						Marugame Seimen		817		7		0		(2)		(4)		11		4		824

				Overseas				575		(1)		0		1		1		61		34		602

				Total				1,678		6		0		(1)		(3)		97		50		1,725



















国内店舗数

				国内 コクナイ

				運営業態 ウンエイ ギョウタイ						2019年
3月末 ネン ガツ マツ		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								累計 ルイケイ				2019年
9月末 ネン ガツ マツ

												1Q		2Q		3Q		4Q		出店 シュッテン		退店 タイ テン

				丸亀製麺（うどん） マルガメ セイメン						817		5		1		2		-3		11		4		824

						RS				637		7				-2		-4		5		3		639

						SC				180		-2		1		4		1		6		1		185

				とりどーる（焼き鳥） ヤ トリ						15		-1		-1						0		2		13

				豚屋とん一等（豚カツ・トンテキ） ブタ ヤ イチ トウ トン						53										1		0		54

				丸醤屋（ラーメン） マル ジャン ヤ						11								-1		0		1		10

				長田本庄軒（焼きそば） ナ ヤ						10										2		0		12

				コナズ珈琲等（カフェ） コーヒー トウ						29										4		0		33

				天ぷらまきの（天ぷら定食） テン テン テイショク						11										5		0		16

				晩杯屋（立ち飲み） ※1 バン ハイ ヤ タ ノ						49										0		4		45

				ずんどう屋（ラーメン） ヤ						45										3		0		48

				その他 タ						63		-1				1		1		10		5		68				出店 シュッテン		ヤマキ 7、鳥八代 １、いぶき １、福はうち １ トリ ハチダイ フク

				合 計 ゴウ ケイ						1,103		3		0		3		-3		36		16		1,123				退店 タイテン		Collective 2、麺屋どおり １、ヤマキ ２、 メン ヤ









				Domestic

				Brands						Mar
2019		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								During period				Sep
2019								Roadside locations "roadside"は一語です。

												1Q		2Q		3Q		4Q		Open		Close

				Marugame Seimen (Udon)						817		5		1		2		-3		11		4		824								Mall locations/Shopping center locaitons

						Roadside locations				637		7		0		-2		-4		5		3		639

						Shopping center locaitons				180		-2		1		4		1		6		1		185								ショッピングセンターは固有名詞ではないので

				Toridoll (Yakitori)						15		-1		-1		0		0		0		2		13								最初だけ大文字です。

				Butaya Tonichi （Tonkatsu,tonteki）						53		0		0		0		0		1		0		54								とんいちの表記の揺らぎを統一する必要があります

				Marushoya (Ramen)						11		0		0		0		-1		0		1		10

				Nagatahonjoken (Yakisoba)						10		0		0		0		0		2		0		12

				Kona's CoffeeRoasted（Cafe）						29		0		0		0		0		4		0		33

				Makino（Tenpura）						11		0		0		0		0		5		0		16

				Banpaiya (Standing Bar)						49		0		0		0		0		0		4		45

				Zundoya (Ramen)						45		0		0		0		0		3		0		48

				Others						63		-1		0		1		1		10		5		68

				Total						1,103		3		0		3		-3		36		16		1,123























海外店舗数

						海外 カイガイ

						業態 ギョウタイ		運営形態 ウンエイ ケイタイ		持分
比率 モチブン ヒリツ		エリア		直営 チョクエイ								FC								総合計 ソウ ゴウケイ

														2019年 ネン		通期累計 ツウキ ルイ ケイ				2019年 ネン		2019年 ネン		通期累計 ツウキ ルイ ケイ				2019年 ネン

														3月末 ガツ マツ		出店 シュッテン		退店 シリゾ ミセ		9月末 ガツ マツ		3月末 ガツ マツ		出店 シュッテン		退店 シリゾ ミセ		9月末 ガツ マツ

						丸亀製麺 マルガメ セイメン		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		6		2		0		8		0		0		0		0		8

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		韓国 カンコク		6		0		-1		5		4		0		0		4		9

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		90%		台湾 タイワン		30		1		0		31		0		0		0		0		31

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		65%		カンボジア		2		0		-1		1		0		2		0		2		3

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		タイ		19		0		0		19		0		0		0		0		19

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		37%		中国 チュウゴク		76		9		-10		75		5		0		0		5		80		(丸亀製麺等） マルガメ セイメン トウ

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		33%		シンガポール		3		0		0		3		0		0		0		0		3

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		インドネシア		0		0		0		0		51		7		-1		57		57

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		ベトナム		0		0		0		0		10		0		0		10		10

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		オーストラリア		0		0		0		0		2		2		0		4		4

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		フィリピン		0		0		0		0		4		3		0		7		7

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		ロシア		0		0		0		0		6		1		0		7		7		⇒　次回より「ロイヤリティ収入」に変更 ジカイ シュウニュウ ヘンコウ

						譚仔雲南米線		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		中国(香港） チュウゴク ホンコン		53		2		0		55		0		0		0		0		55

						譚仔三哥米線		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		中国(香港） チュウゴク		54		4		0		58		0		0		0		0		58

						MONSTER CURRY		連結子会社 レンケツ コガイシャ		70%		シンガポール		13		0		0		13		0		0		0		0		13

						Wok to Walk		連結子会社 レンケツ コガイシャ		60%		欧州等 オウシュウ トウ		2		0		-2		0		101		11		-6		106		106		←将来的にはエリア別記載とChill Chillの分離を検討 ショウライテキ ベツ キサイ ブンリ ケントウ

						Boat Noodle等 トウ		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		49%		マレーシア等 トウ		65		3		-10		58		6		3		0		9		67		←ＦＣ：インドネシア、ブルネイ、シンガポール

						Boat Noodle		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		ミャンマー		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Shoryu（昇龍） ショウリュウ		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		39%		イギリス		11		0		0		11		0		0		0		0		11

						Poke		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		アメリカ等 トウ		32		0		-1		31		7		11		0		18		49

						とん一 イチ		連結子会社 レンケツ コガイシャ		90%		台湾 タイワン		4		0		-2		2		0		0		0		0		2

						Tokyo Table		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		1		0		0		1		0		0		0		0		1		←Saly Papa含む フク

						Crackin' Kitchen等 トウ		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						合　計 ア ケイ								379		21		-27		373		196		40		-7		229		602



						Overseas

						Brands		Units		Shareholding ratio		Area		 Own stores								FC								Total										3Q FY2017

														2019		FY2019				2019		2019		FY2019				2019												Open　Openings

														Mar		Openings		Closures		Sep		Mar		Openings		Closures		Sep												Close　Closures

						Marugame Seimen		Subsidiaries		100%		USA		6		2		0		8		0		0		0		0		8										Direct operation → Own stores

								Subsidiaries		100%		Korea		6		0		-1		5		4		0		0		4		9										Investment ratio → Shareholding ratio

								Subsidiaries		90%		Taiwan		30		1		0		31		0		0		0		0		31										Operation form → Units

								Subsidiaries		65%		Cambodia		2		0		-1		1		0		2		0		2		3										JVs → Joint ventures

								JVs		40%		Thailand		19		0		0		19		0		0		0		0		19

								JVs		37%		China		76		9		-10		75		5		0		0		5		80		(丸亀製麺等） マルガメ セイメン トウ								Zundouya は海外では　Zund　でしょうか

								JVs		33%		Singapore		3		0		0		3		0		0		0		0		3										また雲南ヌードルの社名も英語にしてください

								FCs		-		Indonesia		0		0		0		0		51		7		-1		57		57										Tam Jai Yunnan Mixian  

								FCs		-		Vietnam		0		0		0		0		10		0		0		10		10										Tam Jai Sam Gor Mixian

								FCs		-		Australia		0		0		0		0		2		2		0		4		4

								FCs		-		Philippines		0		0		0		0		4		3		0		7		7

								FCs		-		Russia		0		0		0		0		6		1		0		7		7										FCS → Franchise stores

						Tam Jai Yunnan Mixian  		Subsidiaries		100%		China		53		2		0		55		0		0		0		0		55

						Tam Jai Sam Gor Mixian		Subsidiaries		100%		China		54		4		0		58		0		0		0		0		58

						MONSTER CURRY		Subsidiaries		70%		Singapore		13		0		0		13		0		0		0		0		13

						Wok to Walk		Subsidiaries		60%		Europe, etc		2		0		-2		0		101		11		-6		106		106

						Boat Noodle, etc		JVs		49%		Malaysia, etc		65		3		-10		58		6		3		0		9		67		←将来的にはエリア別記載とChill Chillの分離を検討 ショウライテキ ベツ キサイ ブンリ ケントウ

						Boat Noodle		JVs		40%		Myanmar		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Shoryu		JVs		39%		UK		11		0		0		11		0		0		0		0		11

						Poke		JVs				USA, etc		32		0		-1		31		7		11		0		18		49

						Ton-ichi		Subsidiaries		90%		Taiwan		4		0		-2		2		0		0		0		0		2

						Tokyo Table		Subsidiaries		100%		USA		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Crackin' Kitchen		Subsidiaries		100%		USA		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Total								379		21		-27		373		196		40		-7		229		602







販管費

						↓　値張り アタイ バ																				Dec
2016		Increase of COGS ratio		Increase of labor cost ratio		Decrease of utitily cost ratio		Increase of Advertising cost ratio		Decrease of other cost ratio		Dec
2017						Outsourced expenses cost ratio

				IFRS																				A		0.0%		6.1%		5.2%		5.2%		5.37%		5.373%		0.0%						4.68%

						当期 トウ キ		前期 ゼン キ		当期 トウ キ		前期 ゼン キ												B		6.6%		0.5%		1.0%		0.3%		0.1%		0.1%		5.5%						0.7%

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		84,611,870,484		76,410,732,534		100.0%		100.0%								6.63%								7.1%		6.2%		5.5%		5.60%		5.47%								6.29%

				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		22,114,638,095		19,597,952,094		26.1%		25.6%		0.49%		0.5%				0.49%																		-0.003%

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		62,497,232,389		56,812,780,440		73.9%		74.4%		-0.49%		-0.5%				0.95%						12.63%												11.38%

				人件費 ジンケンヒ		25,998,829,075		22,750,669,742		30.7%		29.8%		0.95%		1.0%				-0.30%

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		5,600,694,221		5,285,510,882		6.6%		6.9%		-0.30%		-0.3%				0.11%

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		3,008,620,794		2,630,257,849		3.6%		3.4%		0.11%		0.2%				0.30%

				外部委託費 ガイブ イタク ヒ		1,204,491,635		556,939,561		1.4%		0.7%		0.69%		0.9%

				減価償却 ゲンカ ショウキャク		2,822,536,290		2,630,600,253		3.3%		3.4%		-0.11%		0.1%

				非経常的費用項目 ヒ ケイジョウ テキ ヒヨウ コウモク						0.0%		0.0%		0.00%		0.0%

				その他経費 タ ケイヒ		20,280,276,639		18,621,209,302		24.0%		24.4%		-0.40%		-0.4%

				販管費合計 ハンカンヒ ゴウケイ		56,092,912,364		49,844,587,336		66.3%		65.2%		1.06%		1.1%

				減損損失 ゲンソン ソンシツ		197,019,359		174,192,361		0.2%		0.2%		0.00%		0.0%

				その他の営業収益		209,974,802		373,096,998		0.2%		0.5%		-0.24%		-0.2%

				その他の営業費用		290,358,876		182,532,680		0.3%		0.2%		0.10%		0.1%

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,126,916,592		6,984,565,061		7.2%		9.1%		-1.90%		-1.9%

				金融収益		214,537,303		158,888,535		0.3%		0.2%		0.05%		0.0%

				金融費用		204,615,613		209,755,449		0.2%		0.3%		-0.03%		-0.0%

				持分法による投資損益		(45,923,735)		32,780,539		-0.1%		0.0%		-0.10%		-0.1%

				税引前利益-IFRS		6,090,914,547		6,966,478,686		7.2%		9.1%		-1.92%		-1.9%



				EBITDA		9,029,836,956		9,424,600,996		10.7%		12.3%		-1.66%		-1.7%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		9,625,721,108		9,650,528,423		11.4%		12.6%		-1.25%		0.1%





				※アウトラインの資料は＋－がややこしいので、アウトラインと違う資料をもらうこと！ シリョウ チガ シリョウ



						当期 トウ キ				前期 ゼン キ

				売上収益-IFRS		84,611,870,484				76,410,732,534

				売上原価-IFRS		22,114,638,095		26.1%		19,597,952,094		25.6%		0.5%

				売上総利益-IFRS		62,497,232,389		73.9%		56,812,780,440		74.4%		-0.5%

				役員報酬		108,250,002		0.1%		96,300,000		0.1%		0.0%

				従業員給与手当		4,251,910,385		5.0%		3,264,218,911		4.3%		0.8%

				従業員賞与		294,363,696		0.3%		347,556,450		0.5%		-0.1%

				従業員賞与引当金繰入額		263,711,252		0.3%		178,669,616		0.2%		0.1%

				アルバイト料		18,107,580,347		21.4%		16,321,483,339		21.4%		0.0%

				法定福利費		1,892,859,523		2.2%		1,521,885,102		2.0%		0.2%

				厚生費		273,222,179		0.3%		236,219,611		0.3%		0.0%

				退職給付費用		149,941,697		0.2%		133,743,809		0.2%		0.0%

				研修費		91,559,816		0.1%		53,362,661		0.1%		0.0%

				株式報酬費用		54,682,240		0.1%		61,835,720		0.1%		-0.0%

						25,998,829,075		30.7%		22,750,669,742		29.8%		1.0%

				減価償却費(販管)		2,822,536,290		3.3%		2,630,600,253		3.4%		-0.11%

				地代家賃		8,669,876,965		10.2%		7,984,604,610		10.4%		-0.20%

				電気料金		3,114,409,866		3.7%		2,811,307,132		3.7%		0.00%

				ガス料金		604,463,439		0.7%		521,485,071		0.7%		0.03%

				水道料金		1,861,837,616		2.2%		1,932,147,803		2.5%		-0.3%

						5,600,694,221		6.6%		5,285,510,882		6.9%		-0.3%

				備品消耗品費		1,536,121,739		1.8%		1,423,941,890		1.9%		-0.0%

				厨房備品食器費		616,137,407		0.7%		622,442,100		0.8%		-0.1%

				炭代		19,983,300		0.0%		20,570,876		0.0%		-0.0%

				被服費		310,825,129		0.4%		273,273,775		0.4%		0.0%

				開店時経費		250,779,337		0.3%		163,398,764		0.2%		0.1%

				定期メンテナンス費		476,580,650		0.6%		390,988,628		0.5%		0.1%

				保守点検料		2,054,919		0.0%		354,650		0.0%		0.0%

				警備料		595,671,384		0.7%		551,618,341		0.7%		-0.0%

				求人広告費		510,747,938		0.6%		535,394,523		0.7%		-0.1%

				支払手数料		657,366,431		0.8%		473,775,940		0.6%		0.2%

				荷造費		1,896		0.0%				0.0%		0.0%

				運搬費		964,386		0.0%				0.0%		0.0%

				リース・賃借料		26,867,764		0.0%		13,271,124		0.0%		0.0%

				外部委託費		1,204,491,635		1.4%		556,939,561		0.7%		0.7%												Dec
2016		Increase of COGS ratio		Increase of labor cost ratio		Decrease of utitily cost ratio		Increase of Advertising cost ratio		Decrease of other cost ratio		Dec
2017

				寄付金		15,017,016		0.0%		6,152,671		0.0%		0.0%												0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.00%		0.000%		0.0%

				衛生管理費		692,339,799		0.8%		609,215,331		0.8%		0.0%

				塵芥料		530,476,058		0.6%		504,529,603		0.7%		-0.0%												H29.3期
3Q キ		売上
原価率
の増加 ウリアゲ ゲンカ リツ ゾウカ		人件費率
の増加 ジンケンヒ リツ ゾウカ		水道
光熱費率
の減少 スイドウ コウネツヒ リツ ゲンショウ		広告宣伝費率
の増加 コウコク センデンヒ リツ ゾウカ		その他
経費率
の増加 タ ケイヒ リツ ゾウカ		H30.3期
3Q キ						外部委託費
の増加 ガイブ イタク ヒ ゾウカ

				お客様対応費		14,658,964		0.0%		13,904,231		0.0%		-0.0%

				商品開発費		48,854,784		0.1%		28,088,380		0.0%		0.0%

				業態開発費		7,795,434		0.0%		9,889,498		0.0%		-0.0%

				広告宣伝費		3,008,620,794		3.6%		2,630,257,849		3.4%		0.1%

				福利厚生費(販管)		1,296,795		0.0%				0.0%		0.0%

				接待交際費		85,773,510		0.1%		94,771,534		0.1%		-0.0%

				会議費		20,621,775		0.0%		13,479,002		0.0%		0.0%																悪化 アッカ		改善 カイゼン

				旅費交通費		641,341,918		0.8%		514,056,094		0.7%		0.1%														12.6%						12.6%

				通信費		406,286,357		0.5%		402,376,664		0.5%		-0.0%												原価 ゲンカ				0.5%				12.1%

				事業税等		4,283,742		0.0%				0.0%		0.0%												人件費 ジンケンヒ				1.0%				11.2%

				租税公課		383,083,463		0.5%		721,992,640		0.9%		-0.5%												水道光熱費 スイドウ コウネツヒ						0.3%		11.5%

				修繕費		1,010,202,596		1.2%		817,273,886		1.1%		0.1%												広告宣伝費 コウコク センデンヒ				0.1%				11.3%

				保険料		141,634,593		0.2%		117,153,401		0.2%		0.0%												外部委託費 ガイブ イタク ヒ				0.7%				10.6%

				貸倒引当金繰入額(販管)				0.0%		0		0.0%		0.0%																				10.6%

				のれん償却額				0.0%		0		0.0%		0.0%

				雑費		315,321,537		0.4%		240,056,292		0.3%		0.1%														11.4%						0.8%

				為替換算誤差		(4,495,999)		-0.0%		0		0.0%		-0.0%

				販売費及び一般管理費-IFRS		56,092,912,364		66.3%		49,844,587,336		65.2%		1.1%

				減損損失(特別)		197,019,359		0.2%		174,192,361		0.2%		0.0%

				減損損失-IFRS		197,019,359		0.2%		174,192,361		0.2%		0.0%

				受取協賛金		28,347,221		0.0%		7,182,014		0.0%		0.0%

				受取給付金				0.0%		18,631,066		0.0%		-0.0%

				受取保険金		8,389,093		0.0%		20,827,797		0.0%		-0.0%

				受取地代家賃		39,790,668		0.0%		29,405,074		0.0%		0.0%

				店舗閉鎖損失引当金戻入益		3,024,900		0.0%		42,842,250		0.1%		-0.1%

				その他の営業外収益		129,591,887		0.2%		103,524,768		0.1%		0.0%

				その他特別利益		831,033		0.0%		150,684,029		0.2%		-0.2%

				負ののれん償却額				0.0%		0		0.0%		0.0%

				その他の営業収益-IFRS		209,974,802		0.2%		373,096,998		0.5%		-0.2%

				固定資産除却損（営業外）		189,939,267		0.2%		63,302,783		0.1%		0.1%

				固定資産売却損(特別)		1,891,623		0.0%		5,436,180		0.0%		-0.0%

				固定資産除却損(特別)		15,054,213		0.0%		1,613,675		0.0%		0.0%

				その他の営業外費用		81,259,435		0.1%		30,858,047		0.0%		0.1%

				その他特別損失		2,214,338		0.0%		81,321,995		0.1%		-0.1%

				その他の営業費用-IFRS		290,358,876		0.3%		182,532,680		0.2%		0.1%

				営業利益-IFRS		6,126,916,592		7.2%		6,984,565,061		9.1%		-1.9%

				受取利息		111,269,374		0.1%		132,166,662		0.2%		-0.0%

				受取配当金		0		0.0%		1,082,988		0.0%		-0.0%

				為替差益		102,406,861		0.1%		25,243,762		0.0%		0.1%

				貸倒引当金戻入額		861,068		0.0%		395,123		0.0%		0.0%

				金融収益-IFRS		214,537,303		0.3%		158,888,535		0.2%		0.0%

				支払手数料（営業外）		176,301		0.0%				0.0%		0.0%

				支払利息及び割引料		204,439,312		0.2%		209,738,516		0.3%		-0.0%

				投資有証評価損(特別)				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替差損		0		0.0%		0		0.0%		0.0%

				貸倒引当金繰入額(営業外)				0.0%		16,933		0.0%		-0.0%

				金融費用-IFRS		204,615,613		0.2%		209,755,449		0.3%		-0.0%

				金融収益・費用純額-IFRS		9,921,690		0.0%		(50,866,914)		-0.1%		0.1%

				持分法による投資利益		0		0.0%		32,780,539		0.0%		-0.0%

				持分法による投資損失		45,923,735		0.1%		0		0.0%		0.1%

				持分法による投資損益-IFRS		(45,923,735)		-0.1%		32,780,539		0.0%		-0.1%

				税引前利益-IFRS		6,090,914,547		7.2%		6,966,478,686		9.1%		-1.9%

				法人税、住民税及び事業税		2,268,587,516		2.7%		2,404,932,387		3.1%		-0.5%

				法人税等調整額		(168,234,397)		-0.2%		(125,953,201)		-0.2%		-0.0%

				法人所得税費用-IFRS		2,100,353,119		2.5%		2,278,979,186		3.0%		-0.5%

				当期利益-IFRS		3,990,561,428		4.7%		4,687,499,500		6.1%		-1.4%

				少数株主損益		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				少数株主損益(控除)		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				当期利益(計)		3,976,600,697		4.7%		4,703,918,074		6.2%		-1.5%

				少数株主損益(加算)		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				少数株主損益調整前当期純利益2		3,990,561,428		4.7%		4,687,499,500		6.1%		-1.4%

				為替換算調整勘定-期首調整				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定-増減		(24,512,511)		-0.0%		(673,794,264)		-0.9%		0.9%

				為替換算調整勘定-組替調整額				0.0%		(8,967,051)		-0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定-換算調整		190,918,936		0.2%		(222,390,934)		-0.3%		0.5%

				為替換算調整勘定-税効果				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定		166,406,425		0.2%		(905,152,249)		-1.2%		1.4%

				在外営業活動体の換算差額-IFRS		166,406,425		0.2%		(905,152,249)		-1.2%		1.4%

				為替換算調整勘定-持分損益		60,941,835		0.1%		(655,780,616)		-0.9%		0.9%

				持分法適用会社に対する持分相当額		60,941,835		0.1%		(655,780,616)		-0.9%		0.9%

				その他の包括利益合計-IFRS		227,348,260		0.3%		(1,560,932,865)		-2.0%		2.3%

				包括利益-IFRS		4,217,909,688		5.0%		3,126,566,635		4.1%		0.9%

				親会社株主に係る包括利益		4,138,526,729		4.9%		3,251,408,331		4.3%		0.6%

				為替換算調整勘定-少持損益		65,422,228		0.1%		(108,423,122)		-0.1%		0.2%

				少数株主に係る包括利益		79,382,959		0.1%		(124,841,696)		-0.2%		0.3%

				資本剰余金期首残高		4,007,005,257		4.7%		3,946,667,082		5.2%		-0.4%

				資本剰余金期首残高計		4,007,005,257		4.7%		3,946,667,082		5.2%		-0.4%

				新株式発行高		0		0.0%				0.0%		0.0%

				ストックオプション行使		46,021,543		0.1%		61,421,483		0.1%		-0.0%

				子会社増加増加高(CS)		0		0.0%		580,547,721		0.8%		-0.8%

				持分増加増加高(CS)				0.0%		(580,547,721)		-0.8%		0.8%

				資本剰余増加(その他)				0.0%		(7,179,474)		-0.0%		0.0%

				資本剰余金増加額計		46,021,543		0.1%		54,242,009		0.1%		-0.0%

				資本剰余金期末残高計		4,053,026,800		4.8%		4,000,909,091		5.2%		-0.4%

				利益剰余金期首残高		25,668,638,036		30.3%		21,218,844,514		27.8%		2.6%

				利益剰余金期首調整額		144,544,938		0.2%		0		0.0%		0.2%

				利益剰余金期首残高計		25,813,182,974		30.5%		21218844514		27.8%		2.7%

				当期利益計		3,976,600,697		4.7%		4,703,918,074		6.2%		-1.5%

				子会社増加増加高(SS)		0		0.0%		-8607819577		-11.3%		11.3%

				子会社減少増加高(SS)		310		0.0%				0.0%		0.0%

				持分増加増加高(SS)				0.0%		8607819577		11.3%		-11.3%

				利益剰余金増加額計		3,976,601,007		4.7%		4703918074		6.2%		-1.5%

				支払配当金(前期分)		0		0.0%		1		0.0%		-0.0%

				支払配当金(期末)		1,127,884,966		1.3%		1039355784		1.4%		-0.0%

				子会社増加減少高(SS)		0		0.0%				0.0%		0.0%

				子会社減少減少高(SS)		3,106,557		0.0%		0		0.0%		0.0%

				持分減少減少高(SS)		0		0.0%		0		0.0%		0.0%

				利益剰余金減少額計		1,130,991,523		1.3%		1039355785		1.4%		-0.0%

				利益剰余金期末残高計		28,658,792,458		33.9%		24883406803		32.6%		1.3%



























































































































































A	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	0	6.1414073879174302E-2	5.1884232756536808E-2	5.18	84232756536808E-2	5.3728542335630798E-2	5.3728542335630798E-2	0	B	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	6.6298074929537765E-2	4.8840010503634623E-3	9.5298411226374946E-3	2.9795907585764281E-3	1.1352811794824377E-3	1E-3	5.4763246846318239E-2	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	1	





丸亀製麺　販管費

				2017.06		原価率 ゲンカ リツ		人件費率 ジンケンヒ		水道光熱費率 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費率 コウコク センデンヒ		その他経費率 タ ケイヒ		2018.06

				丸亀製麺 マ

				June
2017		COGS ratio		labor cost ratio		utitily cost ratio		Advertising cost ratio		other cost ratio		June
2018

						15.80%		15.10%		15.00%		15.00%		15.20%

				16.10%		0.30%		0.70%		0.10%		0.70%		0.50%		15.20%



				June
2017		COGS ratio		labor cost ratio		utitily cost ratio		Advertising cost ratio		other cost ratio		June
2018

						2.800%		2.100%		2.000%		2.000%		2.200%

				3.100%		0.30%		0.70%		0.10%		0.70%		0.50%		2.200%





				連結 レンケツ

				H29.03		原価 ゲンカ		人件費 ジンケンヒ		水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費 コウコク センデンヒ		その他経費 タ ケイヒ		H30.03

						24.80%		24.80%		25.50%

				26.50%		1.70%		0.70%		0.40%		0.00%		0.30%		24.20%



				H29.03		原価 ゲンカ		人件費 ジンケンヒ		水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費 コウコク センデンヒ		その他経費 タ ケイヒ		H30.03

						-0.200%		-0.200%		0.500%

				1.500%		1.70%		0.70%		0.40%						-0.800%

				Mar
2017		COGS ratio		labor cost ratio		utitily cost ratio		Advertising cost ratio		other cost ratio		Mar
2018						Outsourced expenses cost ratio

				0		150		250		100

				150		100		50		200		100



0	150	250	100	150	100	50	200	100	June	
2017	COGS ratio	labor cost ratio	utitily cost ratio	Advertising cost ratio	other cost ratio	June	
2018	2.7999999999999997E-2	2.0999999999999991E-2	1.999999999999999E-2	1.999999999999999E-2	2.1999999999999992E-2	June	
2017	COGS ratio	labor cost ratio	utitily cost ratio	Advertising cost ratio	other cost ratio	June	
2018	3.1E-2	3.0000000000000001E-3	7.0000000000000001E-3	1E-3	7.0000000000000001E-3	5.0000000000000001E-3	2.1999999999999992E-2	

海外概況

				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				アジア		台湾		出店拡大中		商品・マーケティング施策の強化により、直近では既存店前年比で前年を上回る月もある。経営体制を再整備し、更なる事業拡大に必要な体制を構築中。豚カツ業態も4店舗運営。 ショウヒン シサク キョウカ チョッキン キゾン テン ゼンネン ゼンネン ウワマワ ツキ ケイエイ タイセイ サイセイビ サラ ジギョウ カクダイ ヒツヨウ タイセイ コウチク ナカ		3,200百万 / 390百万  ヒャク マン ヒャクマン

						韓国		収益改善中		2018年に大幅な不採算店舗を閉店したことにより収益基盤が強化。今後は既存店の収益性の強化を図り、全社黒字を目指す。 ネン オオハバ フサイサン テンポ ヘイテン シュウエキ キバン キョウカ コンゴ キゾン テン シュウエキセイ キョウカ ハカ ゼンシャ クロジ メザ		550百万 / 5百万  ヒャク マン ヒャクマン						韓国				2018年に大幅な不採算店舗を閉店したことにより収益基盤が強化。2019年は既存店の収益性の強化を行い、全社黒字を目指す。 ネン オオハバ フサイサン テンポ ヘイテン シュウエキ キバン キョウカ ネン キゾン テン シュウエキセイ キョウカ オコナ ゼンシャ クロジ メザ

						中国		出店拡大中		北京、上海、香港などの大都市での展開に力点をおいて展開中。試験的に地方都市にも出店していたが、日本食に対して市場が未成熟であったこともあり苦戦。不採算店舗は閉鎖し、今後は十分な市場のある大都市にフォーカスする。 ペキン シャンハイ ホンコン ダイトシ テンカイ リキテン テンカイチュウ シケンテキ チホウ トシ シュッテン ニホンショク タイ シジョウ ミセイジュク クセン フサイサン テンポ ヘイサ コンゴ ジュウブン シジョウ ダイトシ								中国				北京、上海、香港などの大都市での展開に力点をおいて展開中。試験的に地方都市にも出店をしていたが、日本食に対して市場が未成熟であったこともあり、不採算店舗は閉鎖し、今後は十分な市場のある大都市にフォーカスする。 ペキン シャンハイ ホンコン ダイトシ テンカイ リキテン テンカイチュウ シケンテキ チホウ トシ シュッテン ニホンショク タイ シジョウ ミセイジュク フサイサン テンポ ヘイサ コンゴ ジュウブン シジョウ ダイトシ

						香港（雲南） ホンコン ウンナン				現在「譚仔雲南米線」「譚仔三哥米線」を計105店舗(12月末現在)を展開。香港で雲南ヌードル業態のシェアは7割と圧倒的なブランド力を誇る。
2社を統合管理するCEO、CFOをはじめ、マネジメント層を採用し 　グループ会社としてのガバナンス強化および更なる成長を実現する 　ための経営強化を図っている 。
現在はトリドールHDと協力しながらさらなるブランド強化のための施策やノウハウの伝承を実施中。将来的には、香港国内において150～160店舗体制を目指す。 ガツマツ リョク シサク デンショウ ジッシ チュウ タイセイ		3390百万 / 560百万  ヒャク マン ヒャクマン										2社を統合管理するCEO、CFOをはじめ、マネジメント層を採用し 　グループ会社としてのガバナンス強化および更なる成長を実現する 　ための経営強化を図っている 

				東南アジア トウナン		タイ 		収益改善中		店舗段階のEBITDAが平均で15%前後、25％前後の店舗が多数あり比較的堅調に推移している。不採算店舗の整理や本部費の合理化を図り、収益強化を図っている。								タイ 				店舗段階のEBITDAが平均で15%前後、25％前後の店舗が多数あり比較的堅調に推移している。不採算店舗の整理や本部費の合理化を図り、収益強化を図っている。 テンポ ダンカイ ヘイキン ゼンゴ ゼンゴ テンポ タスウ ヒカクテキ ケンチョウ スイイ フサイサン テンポ セイリ ホンブ ヒ ゴウリカ ハカ シュウエキ キョウカ ハカ

						インドネシア		出店拡大中		ジャカルタにおける主要モールを中心に丸亀製麺を展開すると共に、更なる拡大を狙い地方都市での拡大を図っている。顧客層の拡大も視野に入れたエクスプレス店の導入も検討中で、2025年までに100店舗展開を目指す。 コキャクソウ カクダイ シヤ イ テン ドウニュウ ケントウチュウ ネン テンポ テンカイ メザ				 				インドネシア				ジャカルタにおける主要モールを中心に丸亀製麺を展開すると共に、更なる拡大を狙い地方都市での拡大を図っている。顧客層の拡大も視野に入れたエクスプレス店の導入も検討中で、2025年までに100店舗展開を目指す。 コキャクソウ カクダイ シヤ イ テン ドウニュウ ケントウチュウ ネン テンポ テンカイ メザ

						ベトナム		収益改善中		ホーチミンの既存店の収益性向上に向け注力。実験店舗にて様々な施策を実施し、横展開を進める。加えて、ハノイ、ハイフォンなどの北部地域でサブフランチャイズでの出店を予定。 キゾン テン シュウエキセイ コウジョウ ム チュウ チカラ ジッケン テンポ サマザマ シサク ジッシ ヨコ テンカイ スス クワ ホクブ チイキ シュッテン ヨテイ								ベトナム				2019年はホーチミンの既存店の収益性の改善に力を入れる。実験店舗を導入し、様々な施策を実施、横展開を進めていく。加えて、ハノイ、ハイフォンといった北部地域でサブフランチャイズにて2-3店舗の出店を予定。 ネン キゾン テン シュウエキセイ カイゼン チカラ イ ジッケン テンポ ドウニュウ サマザマ シサク ジッシ ヨコ テンカイ スス クワ ホクブ チイキ テンポ シュッテン ヨテイ



				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				東南アジア トウナン		カンボジア		収益改善中		既存レギュラー店の収益が向上し、前年比で約110％の伸びを示している。直営店に加え、フランチャイズ加盟店の出店立地も確定しており、プノンペンにおける更なる展開が予定されている。郊外向けの新業態（丸亀製麺）も展開しており、より広範囲に展開できるよう模索中。		80百万 / △21百万  ヒャク マン ヒャクマン						カンボジア				既存レギュラー店の収益が向上し、前年比で約110％の伸びを示している。直営店に加え、フランチャイズ加盟店の出店立地も確定しており、プノンペンにおける更なる展開が予定されている。郊外向けの新業態（丸亀製麺）も展開しており、より広範囲に展開できるよう模索中。 キゾン テン シュウエキ コウジョウ ゼンネンヒ ヤク ノ シメ チョクエイ テン クワ カメイ テン シュッテン リッチ カクテイ サラ テンカイ ヨテイ コウガイ ム シンギョウタイ マルガメ セイメン テンカイ コウハンイ テンカイ モサクチュウ

						マレーシア
（ Boat Noodle 、他） ホカ		出店拡大中		主力業態であるBoatNoodleに力点を置いて展開中。マレーシア国内でBoatNoodleのみで50店舗（過去2年間で約40店舗の開店）を展開しており、現地で認知度の高いブランドとして成長している。
店舗段階のみならず、全社でもEBITDA20%を超える好業績で、今後の更なる発展が期待される。国外の展開も進み、ブルネイ、ミャンマー、インドネシア、シンガポールに出店済み。更なる進出に向けて取り組み中。								マレーシア
（ Boat Noodle 、他） ホカ				主力業態であるBoatNoodleに力点を置いて展開中。マレーシア国内でBoatNoodleのみで50店舗（過去2年間で約40店舗の開店）を展開しており、現地で認知度の高いブランドとして成長している。
店舗段階のみならず、全社でもEBITDA20%を超える好業績で、今後の更なる発展が期待される。国外の展開も進み、ブルネイ、ミャンマー、インドネシア、シンガポールに出店済み、更なる進出に向けて取り組み中。 シュリョク ギョウタイ リキテン オ テンカイチュウ コクナイ テンポ カコ ネンカン ヤク テンポ カイテン テンカイ ゲンチ ニンチド タカ セイチョウ テンポ ダンカイ ゼンシャ コ コウギョウセキ コンゴ サラ ハッテン キタイ コクガイ テンカイ スス シュッテン ズ サラ シンシュツ ム ト ク チュウ

						フィリピン				フランチャイズとして丸亀製麺１号店を2017年8月、2号店を2018年2月、3号店を同年8月、4号店を11月にをオープンしたが、いずれも好業績を維持。
今後は更なる拡大を狙いマニラ地域での出店を加速していく予定。 ゴウテン ネン ガツ ゴウ テン ドウ ネン ガツ ス ギョウセキ イジ コンゴ								フィリピン				2018年11月に4号店をオープンしたが、どの店舗も業績好調で年換算1,000万円以上の売上を誇る。2019年は更なる拡大を狙いマニラ地域での出店を加速していく予定。4月以降の出店攻勢で年間7店舗出店を目指す。 ネン ガツ ゴウテン テンポ ギョウセキ コウチョウ トシ カンサン マンエンイジョウ ウリアゲ ホコ ネン サラ カクダイ ネラ チイキ シュッテン カソク ヨテイ ガツ イコウ シュッテン コウセイ ネンカン テンポ シュッテン メザ

						ミャンマー
（Boat Noodle）				現地飲食最大手のYKKO社と合弁会社を設立し、２０１７年１０月よりBoatNoodle業態をフランチャイズで展開。これまでミャンマーにはないオシャレな空間と食事を楽しめるお店として受け入れられ、賑わいを見せている。現状、２店舗のオープンを目指している。								ミャンマー
（Boat Noodle）				現地飲食最大手のYKKO社と合弁会社を設立し、２０１７年１０月よりBoatNoodle業態をフランチャイズで展開。これまでミャンマーにはないオシャレな空間と食事を楽しめるお店として受け入れられ、賑わいを見せている。現状、２店舗のオープンを目指している。 カイシャ ゲンジョウ

						シンガポール
（丸亀製麺） マ				中国合弁を介してシンガポールにて3店舗出店。賃料は高いものの、認知拡大を目的に代表的なモールへ出店をしている。認知浸透と共に収益性も向上しており、当面は3店舗に集中して足場を固める方針。 リョウ セイ								シンガポール
（丸亀製麺） マ				中国合弁を介してシンガポールにて3店舗出店。家賃は高いものの、認知拡大を目的に代表的なモールへの出店をしている。認知浸透と共に収益も向上しており、当面は3店舗に集中して足場を固める方針。 チュウゴク ゴウベン カイ テンポ シュッテン ヤチン タカ ニンチ カクダイ モクテキ ダイヒョウテキ シュッテン ニンチ シントウ トモ シュウエキ コウジョウ トウメン テンポ シュウチュウ アシバ カタ ホウシン

						シンガポール
（MONSTER CURRY）				シンガポール国内で11店舗を展開中（2018年12月末現在）。シンガポールの日本式カレー市場で圧倒的なシェアNO.1を獲得している。
現在はトリドールHDと協働しながら、さらなる強みの強化とトリードールHDが所有する店舗運営ノウハウの継承を実施中。今後は、シンガポールの日本式カレー市場におけるポジショニングをさらに強化し、2025年までに20店体制を目指す。 コンゴ タイセイ メザ								シンガポール
（MONSTER CURRY）				現在、モンスターカレーはシンガポール国内で11店舗を展開中（2018年12月末現在）。「モンスターカレー」はシンガポールの日本式カレー市場で圧倒的なシェアNO.1を獲得している。現在はトリドールHDと協働しながら、さらなるモンスターカレーの強みの強化とトリードールが所有する店舗運営のノウハウの継承を実施中。これらを組み合わせることで、シンガポールの日本式カレー市場におけるモンスターカレーのポジショニングをさらに強化し、2025年までに20店に増やす。 ゲンザイ コクナイ テンポ テンカイチュウ ネン ガツ マツ ゲンザイ シジョウ ゲンザイ キョウドウ ツヨ キョウカ ショユウ ケイショウ ジッシチュウ ク ア ニホンシキ シジョウ キョウカ



				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				アメリカ		TDC（Tokyo Ｔable) 		－		1号店アーバイン店は世界でも上位の高い売上を堅持し、安定的な黒字体質。
2号店アルハンブラ店を業態転換した”日本の洋食”を軸にした新業態"Saly papa"は客数は確保するも客単価の向上に苦戦。		780百万 / △280百万  ヒャク マン ヒャクマン						TDC（Tokyo Ｔable) 		－		1号店アーバイン店は世界でも上位の高い売上を堅持し、安定的な黒字体質。2号店アルハンブラ店を業態転換した”日本の洋食”を軸にした新業態"Saly papa"は客数は確保するも客単価の向上に苦戦。撤退の方向性で検討をしている ケンジ アンテイテキ クロジタイシツ ギョウタイ テンカン シン キャクスウ カクホ キャクタンカ コウジョウ クセン テッタイ ホウコウセイ ケントウ

						丸亀製麺		本土一号店出店		ハワイWaikikki店は依然好調を維持　世界トップの売上を誇る（最高日商も更新）。
2017年9月にオープンしたロサンゼルス・Sawtelle店、2018年1月にオープンのサンフランシスコ・Stonestown店はさらなる改善が進み、売上が伸張。3号店がLA・ビバリーヒルズ店舗はモールの集客が鈍化しており店舗モデルの構築に苦戦。また、2018年12月に4号店がグレンデールにオープンし、米国では初の丸亀フードコートモデルの構築に取り組んでいる。 ネン ガツ		ハワイ
830百万 / 120百万
本土：軽微                  ホンド ケイビ						丸亀製麺		本土一号店出店		ハワイWaikikki店は依然好調を維持　世界トップの売上を誇る（最高日商も更新）。
2017年9月にオープンしたロサンゼルス・Sawtelle店、2018年1月にオープンのサンフランシスコ・Stonestown店はさらなる改善が進み、売上が伸張。3号店がLA・ビバリーヒルズ店舗はモールの集客が鈍化しており店舗モデルの構築に苦戦。また4号店のグレンデールがオープンし、米国では初の丸亀フードコートモデルの構築に取り組む サイコウ ニッショウ コウシン テン テン カイゼン スス ウリアゲ シンチョウ テンポ シュウキャク ドンカ テンポ コウチク クセン ゴウテン ベイコク ハツ マルガメ コウチク ト ク

						CRACKIN’KITCHEN		出店準備中		ハワイ店は依然好調を維持　世界１、２位の売上を誇る。2018年3月LAに本土１号店メニュー改善やマーケ施策が結果に結びつかず、閉店。		590百万 / 70百万  ヒャク マン ヒャクマン						CRACKIN’KITCHEN		出店準備中		ハワイ店は依然好調を維持　世界１、２位の売上を誇る。2018年3月LAに本土１号店メニュー改善やマーケ施策が結果に結びつかず、閉店 テン ネン ホンド ゴウテン カイゼン シサク ケッカ ムス ヘイテン

						POKE				2018年8月に出資を完了し提携開始。10-12月にかけて積極的に新店をオープンし、現在は32店舗体制に。2019年も約30店舗(すべてFC)の出店を計画中。品質保証や購買面で、トリドールHDのノウハウ移管を検討している。 タイセイ								POKE				2018年8月に出資を完了し提携開始。10-12月にかけて積極的に新店をオープンし、現在は30店舗強に。2019年も約30店舗(すべてFC)の積極出店を計画中。品質保証や購買面で、トリドールHDのノウハウ移管を検討している ネン ガツ シュッシ カンリョウ テイケイ カイシ セッキョクテキ ゲンザイ テンポ キョウ セッキョク シュッテン ケイカクチュウ ケントウ

				イギリス		Shoryu		出店拡大中		引き続きロンドンでのドミナント展開を進める。唯一の郊外店であるマンチェスター店とオクスフォード店は賃料や物流費などのコストカットを実施中。
単価を抑えたラーメンのほか、焼きそば・カツカレーなどの新メニューを導入。また、グデタマなどキャラクターを使用した販促のほか、店外からの視認性を高める施策など、集客に向けた取り組みも実施しており、全体として成果が出ている。								Shoryu				引き続きロンドンでのドミナント展開を進める。唯一の郊外店であるマンチェスター店とオクスフォード店は賃料や物流費などのコストカットを実施中。
商品は単価を抑えたラーメンや、グデタマなどキャラクターを使用した販促、焼きそばやカツカレーなどの新メニューを導入。店外からの視認性を高める施策など、集客に向けた取り組みも実施しており、全体として成果が出ている。 テンカイ ユイイツ コウガイ テン テン テン チンリョウ ブツリュウ ヒ ジッシ チュウ ショウヒン タンカ オサ シヨウ ハンソク ヤ シン ドウニュウ テン ガイ シニンセイ タカ シサク シュウキャク ム ト ク ジッシ ゼンタイ セイカ デ

				ロシア		丸亀製麺		収益改善中		2020年12月期より、合弁を解消し、全店FC化。これにより資金の外部調達も可能になり、モスクワにてFC、サブFC店の展開を画策、積極的な出店と既存店強化を目論む。
今後は、収益拡大とともにこれまで出店のなかった立地への新規出店を行い、店舗数の拡大を予定している。						ロシア		丸亀製麺		収益改善中		2020年12月期より、合弁を解消し、全店FC化。これにより資金の外部調達も可能になり、モスクワにてFC、サブFC店の展開を画策、積極的な出店と既存店強化を目論む。今後は、収益拡大とともに、ロシアにおけるTier oneモールからの誘いもある中で、これまで出店のなかった立地への新規出店を行い、店舗数の拡大を予定している。日本からのサポート方法についても、引き続き検討。 ネン ガツキ ゴウベン カイショウ ゼンテン カ シキン ガイブチョウタツ カノウ ミセ テンカイ カクサク セッキョクテキ シュッテン キョウカ モクロ コンゴ シュウエキカクダイ サソ ナカ シュッテン リッチ シンキ シュッテン オコナ テンポスウ カクダイ ヨテイ ニホン ホウホウ ヒ ツヅ ケントウ

				その他 タ		ＷＯＫ ＴＯ ＷＡＬＫ		出店拡大中		フランスにおける大型契約を含む複数のフランチャイジーが存在することにより、フランチャイズビジネスは堅調に推移し、順調に店舗数を拡大している。
苦戦中の米国での直営店は具材やオペレーションの見直しを行った。		軽微 ケイビ						ＷＯＫ ＴＯ ＷＡＬＫ				フランスにおける大型契約を含む複数のフランチャイジーが存在することにより、フランチャイズビジネスは堅調に推移し、順調に店舗数を拡大している。
苦戦中の米国での直営店は具材やオペレーションの見直しを行った。 ソンザイ ケンチョウ スイイ ジュンチョウ テンポ スウ カクダイ クセン チュウ ベイコク チョクエイテン グザイ ミナオ オコナ



				Area		Country/Brand		Status		Outline		PL Contribution (last year)
Sales / Segment profit

				Asia		Taiwan (ROC)		出店拡大中		Improves personnel system for staff sufficiency. Opening new stores. Operating 4 Tonkatsu stores.		3,200 mil. / 390 mil.

						S. Korea		収益改善中		Main stores keep good. Opening new stores.		350mil. / 5mil.

						China (PRC)		出店拡大中		Keeps good. Sales in coast cities (e.g., Shanghai) are nice. Currently 85 stores. "Hakatan-maru" ramen brand develops.

						Hong Kong (Yunnan)				Grouped in Feb-2018. Currently operating "Tam Chai Yunnan Noodle" and "TamJai SamGor Rice Noodle" stores (109 in total). 70% market share of Yunnan Noodle in Hong Kong. To open new stores in Hong Kong.		3390mil. / 560mil.

						Thailand		収益改善中		Management enhancement brings big profit improvement through 1) profit improvement of Existing Stores, 2) development of small stores (good sales with low initial costs), and 3) customization of HQ costs. To keep stable profits.

						Indonesia		出店拡大中		Develops Marugameseimen stores mainly in major Shopping Centers in Jakarta. Also examines other big cities. Marugame Seimen brand is Halal approved, and popular among local Muslims.				 

						Vietnam		Profit being improved		Saves opening stores in 2017 for yearly profit by improving organization system and management system.  To achieve monthly profits. Examines sub-franchising for further business expansion.

						Cambodia		Profit being improved		Sales of Existing Stores improved a lot. Portable stall type stores (with small initial costs) contribute to profit.  Launches new brand for casual Japanese foods in Feb. 2018, targeting wider range of market.		80mil. / △21mil.

						Malaysia
(Boat Noodle, Others)		Opening new stores		Operating approx. 70 stores of "Boat Noodle" and "CillCill" brands. Expanding with profits. Accelerating franchising in other countries such as Brunei, Indonesia, Myanmar and Singapore. Planning to expand to other countries.

						Philippines				Opens 1st Marugameseimen store in Aug-2017 and 2nd in Feb-2018 (both FC). Keep good. 4 more stores scheduled. Swift business expansion expected.

						Myanmar
(Boat Noodles)				Establishes JV company with YKKO (biggest local restaurant company), and franchises Boat Noodle brand since Oct. 2017. Widely accepted as uniquely fashionable restaurant with fun to eat. 2nd store to open.



				Area		Country/Brand		Status		Outline		PL Contribution (last year)
Sales / Segment profit

				USA		TDC (Tokyo Table)		New store to open		1st store in Irvine keeps good. One of world top sales/profits stores in Toridoll Group, whereas 2nd store in Alhambra is in tough. To change to "Western Japanese" like brand for profit improvement.		780mil. / △28mil.0 

						Marugame Seimen		New store to open		Waikiki Shop keeps good. World top 1-2 sales in Toridoll Group.  1st store in mainland opened in Sawtelle, LA in Sep. 2017.  2nd store in Stonestown, SF started with good launch in Jan. 2018 (same sales level as Waikiki Shop for the first weekend).  3rd store in Shopping Center around Beverly Hills to open.		Hawaii
830mil. / 120mil.
Main Land：small                 

						CRACKIN'KITCHEN		New store to open		Keeps good. World Top 1-2 sales in Toridoll Group.  Opens 1st in mainland store in LA in Mar. 2018.		140mil. / 5mil. 

				UK		Sakagura		-		Opens 1st store in November 2016. Introduced collaboration menus between Bent Box and Shoryu Ramen, and charbroil steaks and tempuras. Lava Plate stake from 2018 beginning becomes popular. Lower pricing contributes guest count (wider customer range) and sales. Keeps marketing measures (e.g.,  via SNS, Restaurant Week and Japanese Sake events) for brand awareness .

						Shoryu		Opening new stores		Some stores are in top sales group. Strategic dominance in London. Local cities to be only in Manchester and  Oxford. To improve profitability. New stores being prepared.

				Italy		Tokyo Table, Others		-		Opens "Bottega del Ramen" in Feb. and "Tokyo Table" in Mar, 2017.  "Bottega del Ramen" achieved monthly profit. "Tokyo table" marks record high in monthly sales for consecutive 2 months. Still not profit for whole business unit, and more sales necessary. Both stores to introduce new menus for summer. Expanding sales by delivery through Uber-eat and Deliveroo.		small

				Russia		Marugame Seimen				4 direct-operation stores and 3 FC stores in Moscow. Achieved all stores in the black. To develop more stores (especially in food court) as well as keeping stable profits.

				Others		WOK TO WALK		Opening new stores		Store aggressively expanding to 93 (including 3 direct-operation stores in US) after grouped. FC contracts in India, Israel, and newly Malta and Oman. Opens 1st direct-operation store In US in Feb, 2nd in Jul and 3rd store in Dec. 2017. Exploring other counties for FCs.		small





M&A　PMI

				ブランド		概要 ガイヨウ		PMIの状況 ジョウキョウ

				晩杯屋 バ		大衆酒場「晩杯屋」等を東京都内で運営するアクティブソース社の株式を取得（80.3%）しグループ会社化		・モデル店舗における丸亀製麺のノウハウを生かしたオペレーションの改善
・パート・アルバイト採用強化の仕組み導入、社内独立制度を含めた新人事制度の構築
・採用費や消耗品費など、グループ単価を採用することによる経費削減
・店舗タイプ別のスクリーニング要件、出店計画の策定、物件取得サポートの実施 フク シン ジンジ セイド コウチク ブッケン シュトク ジッシ				募集10人→100人規模に
物件情報が豊富　出店の精度が向上　投資検証表の活用など ボシュウ ニン ニン キボ ブッケン ジョウホウ ホウフ シュッテン セイド コウジョウ トウシ ケンショウ ヒョウ カツヨウ

				ずんどう屋 ヤ		主に関西において、とんこつラーメン店の「ずんどう屋」を運営するZUND社の株式を取得（80%）しグループ会社化		・モデル店舗におけるコンセプトのブラッシュアップと丸亀製麺のノウハウを生かしたオペレーションの改善
・当社ノウハウを活用した、採用における掲載媒体最適化の仕組み導入
・採用費や消耗品費など、グループ単価を採用することによる経費削減
・当社新店開発部による勝ちパターンの分析、優先出店エリアの決定　
・人事制度（賞与制度等）の再構築 トウ シャ

				「譚仔雲南米線」/「譚仔三哥米線」		スパイシー麺の人気チェーン店「譚仔雲南米線」および「譚仔三哥米線」の運営会社の株式をそれぞれ100%取得		・グループ会社としてのガバナンス強化及びトップマネジメント採用等、 　更なる成長を実現するための経営強化
・店舗、セントラルキッチンおよびバックオフィスにおける業務の整備
・華南地域を中心とした中国全土進出についても初期調査を開始







				Area		Country/Brand		Outline













BS

				連結BS (IFRS) レンケツ

						当期 トウ キ				前期末 ゼンキ マツ

						金額 キンガク		構成比 コウセイヒ		金額 キンガク		構成比 コウセイヒ		増減 ゾウゲン

				資産合計 シサン ゴウケイ		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103

				流動資産 リュウドウ シサン		29,966		14.8%		21,752		18.5%		8,214

				非流動資産 ヒ リュウドウ シサン		173,713		85.6%		96,081		81.5%		77,632

				負債資本合計 フサイ シホン ゴウケイ		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103

				負債合計 フサイ ゴウケイ		168,983		83.3%		82,830		70.3%		86,153

				（うち、有利子負債） ユウ リシ フサイ		145,770		71.8%		62,674		53.2%		83,096

				流動負債 リュウドウ フサイ		43,204		21.3%		25,953		22.0%		17,251

				非流動負債 ヒ リュウドウ フサイ		125,144		61.7%		56,878		48.3%		68,266

				資本合計 シホン ゴウケイ		35,332		17.4%		35,003		29.7%		329						※値張り アタイ バ

				（うち、親会社の所有者） オヤガイシャ ショユウシャ		34,305		16.9%		33,979		28.8%		326						※値張り アタイ バ



				ネット有利子負債/調整後EBITDA ユウ リシ フサイ チョウセイ ゴ		9.4				3.9				-				調整後EBITDA		15,560		9.4







				Consolidated BS (IFRS)										(unit: Million yen)

						This period				End of previous year

						Amount		Ratio		Amount		Ratio		Difference

				Total assets		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103						Including interest-bearing liabilities 

				Current assets		29,966		14.8%		21,752		18.5%		8,214						bearingの bと eの間のスペースを消してください

				Non-current assets		173,713		85.6%		96,081		81.5%		77,632						その下のliabilites、attributable にも不必要なスペースが見える気が

				Total liabilities and equity		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103						するのですが大丈夫でしょうか

				Liabilities		168,983		83.3%		82,830		70.3%		86,153

				(Including interest-bearing liabilities)		145,770		71.8%		62,674		53.2%		83,096

				Current liabilities		43,204		21.3%		25,953		22.0%		17,251

				Non-current liabilities		125,144		61.7%		56,878		48.3%		68,266

				Total equity		35,332		17.4%		35,003		29.7%		329

				(Equity attributable to 
owners of  the parent)		34,305		16.9%		33,979		28.8%		326



				Net interest-bearing liabilities / Adjusted EBITDA 		9.4				3.9				-



















































CF

						連結CF (IFRS) レンケツ

								当期 トウ キ		前年同期 ゼンネン ドウキ		増減 ゾウゲン

						営業活動による
キャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		15,517		4,402		11,115

						投資活動による
キャッシュ・フロー トウシ カツドウ		△ 6,283		△ 6,973		690

						財務活動による
キャッシュ・フロー ザイム カツドウ		△ 1,676		368		△ 2,044

						現金および現金同等物の
期末残高 ゲンキン ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		21,716		12,671		9,045







						Consolidated CF (IFRS)						(unit: Million yen)

								This period		Previous period		Difference								異なるフォントとサイズの混在

						Cash flows from operating activities		15,517		4,402		11,115								Cash flows from operating activities

						Cash flows from investing activities		△ 6,283		△ 6,973		690								Cash flows from investing activities

						Cash flows from financing activities		△ 1,676		368		△ 2,044								Cash flows from financing activities

						Cash and cash equivalents at the end of the period		21,716		12,671		9,045								Cash and cash equivalents at the end of the period





業績予想



				連結PL (IFRS) レンケツ

						2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ								下期修正予算 シモキ シュウセイ ヨサン

						連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ		連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		159,060		100.0%		145,022		100.0%		109.7%								丸亀製麺 マルガメ セイメン		カフェ		豚屋とん一 ブタ ヤ イチ		海外事業 カイガイ ジギョウ

				事業利益 ジギョウ リエキ		9,572		6.0%		7,270		5.0%		131.7%								48,697		3,230		2,038		16,574

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		29,640		18.6%		12,402		8.6%		239.0%								6,716		37		18		1,909

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,689		4.2%		2,302		1.6%		290.6%

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		5,266		3.3%		1,337		0.9%		393.9%								通期修正予算 ツウキ シュウセイ ヨサン

				当期利益 トウキ リエキ		2,704		1.7%		221		0.2%		1223.5%								97,880		5,825		3,865		33,294

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		2,610		1.6%		267		0.2%		977.5%								14,548		153		73		4,261



				丸亀製麺セグメントPL マルガメ セイメン		2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		97,880		100.0%		89,944		100.0%		108.8%

				セグメント利益 リエキ		14,408		14.7%		12,438		13.8%		115.8%



				海外事業セグメントPL		2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		33,294		100.0%		30,242		100.0%		110.1%

				セグメント利益 リエキ		4,261		12.8%		3,258		10.8%		130.8%









				Consolidated PL (IFRS)

						FY 2018				FY 2017				YoY

						連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ		連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ

				Revenue		159,060		100.0%		145,022		100.0%		109.7%

				Contribution margin		9,572		6.0%		7,270		5.0%		131.7%

				Adjusted EBITDA		29,640		18.6%		12,402		8.6%		239.0%

				Operating profit		6,689		4.2%		2,302		1.6%		290.6%

				Profit before tax		5,266		3.3%		1,337		0.9%		393.9%

				Profit for the year		2,704		1.7%		221		0.2%		1223.5%

				Profit for the year attributable to owners of the parent		2,610		1.6%		267		0.2%		977.5%



				Marugame Seimen
segment		FY 2018				FY 2017				YoY

				Revenue		97,880		100.0%		89,944		100.0%		108.8%								Segment profit

				Segment profit 		14,408		14.7%		12,438		13.8%		115.8%								Ratio to prev. period = YoY



				Overseas segment		FY 2018				FY 2017				YoY

				Revenue		33,294		100.0%		30,242		100.0%		110.1%

				Segment profit 		4,261		12.8%		3,258		10.8%		130.8%

























業績予想（詳細）



				連結PL (IFRS) レンケツ																																修正 シュウセイ		年初予算 ネンショ ヨサン

						上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ						上期計画 カミキ ケイカク		当初計画 トウショ ケイカク		売上収益 ウリア シュウエキ		56,195		56,195

作成者: 開示用の数字丸め有り

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								売上原価 ウリアゲ ゲンカ		14,451		14,572

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		80,017		100.0%				79,042		100.0%		79,042		100.0%		0				159,060		100.0%		→値張り注意 アタイ バ チュウイ		53,465				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		41,744		41,623

作成者: 開示用の数字丸め有り


				事業利益 ジギョウ リエキ		5,840		7.3%				3,732		4.7%		3,732		4.7%		0				9,572		6.0%

				営業利益 エイギョウ リエキ		5,084		6.4%				1,605		2.0%		2,105		2.7%		△ 500				6,689		4.2%				4,400				人件費　　計 ジンケンヒ ケイ		16,774		16,908

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		4,100		5.1%				1,166		1.5%		1,766		2.2%		△ 600				5,266		3.3%				4,120				水光熱費　計 スイ コウネツヒ ケイ		3,689		3,589

				当期利益 トウキ リエキ		2,601		3.3%				103		0.1%		703		0.9%		△ 600				2,704		1.7%				2,690				地代家賃		5,699		5,826

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		2,569		3.2%				41		0.1%		641		0.8%		△ 600				2,610		1.6%				2,681				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		1,957		2,102

																																		その他一般管理費計 タ イッパン カンリヒ ケイ		8,048		7,851

				丸亀製麺セグメント マルガメ セイメン		上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ										販売費及び一般管理費合計		36,167		36,276

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								減損損失 ゲンソン ソンシツ		1,218		1,030

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%				48,697		100.0%		46,905		100.0%		1,792				97,880		100.0%				43,559		90,464		その他の営業収入 タ エイギョウ シュウニュウ		117		261

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%				6,576		13.5%		6,182		13.2%		394				14,408		14.7%				7,023		13,205		その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		41		150

作成者: 開示用の数字丸め有り


				海外事業セグメント カイガイ ジギョウ		上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ										営業利益（損失）		4,430		4,430

作成者: 開示用の数字丸め有り


						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								調整後EBITDA チョウセイゴ		7,681		7,449

作成者: 開示用の数字丸め有り


				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%				16,574		100.0%		16,518		100.0%		56				33,294		100.0%				3458				金融収益 キンユウ シュウエキ		109		86

作成者: 開示用の数字丸め有り


				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%				1,909		11.5%		1,900		11.5%		9				4,261		12.8%				271				金融費用 キンユウ ヒヨウ		123		29

作成者: 開示用の数字丸め有り


																																		経常利益（損失） ケイジョウ リエキ ソンシツ		4,490		4,490

				カフェ事業セグメント ジギョウ		上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		2,595		100.0%				3,230		100.0%		3,041		100.0%		189				5,825		100.0%

				セグメント利益 リエキ		116		4.5%				37		1.2%		△ 16		-		53				153		2.6%





				Consolidated PL (IFRS)																														持分法投資損益 モチブン ホウ トウシ ソンエキ		163		243

						FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017										税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		4,578		4,730

作成者: 開示用の数字丸め有り


						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue								法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		1,626		1,680

作成者: 開示用の数字丸め有り


				Revenue		80,017		100.0%				79,042		100.0%		79,042		100.0%		0				159,060		100.0%								当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,953		3,050

作成者: 開示用の数字丸め有り


				Operating profit		5,084		6.4%				1,605		2.0%		2,105		2.7%		△ 500				6,689		4.2%								親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウ シャ		2,964		3,033

作成者: 開示用の数字丸め有り


																																						

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		Profit before tax		4,100		5.1%				1,166		1.5%		1,766		2.2%		△ 600				5,266		3.3%								非支配持分 ヒ シハイ モチブン		(11)		17

				Profit for the year		2,601		3.3%				103		0.1%		703		0.9%		△ 600				2,704		1.7%

				Profit for the year attributable to owners of the parent		2,569		3.2%				41		0.1%		641		0.8%		△ 600				2,610		1.6%								Profit for the year attributable to owners of the parent 

																																		parents のsはいらないようです

				Marugame Seimen 
segment		FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017

						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue								フォントとフォントサイズの混在

				Revenue		49,183		100.0%				48,697		100.0%		46,905		100.0%		1,792				97,880		100.0%

				Operating profit of 
Marugame Seimen segment		7,832		15.9%				6,576		13.5%		6,182		13.2%		394				14,408		14.7%								Segment profit

				Overseas 
segment		FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017										Ratio to prev. period = YoY

						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue

				Revenue		16,720		100.0%				16,574		100.0%		16,518		100.0%		56				33,294		100.0%								% to revenue のeの切り方がおかしいので

				Operating profit of 
Marugame Seimen segment		2,352		14.1%				1,909		11.5%		1,900		11.5%		9				4,261		12.8%								フォントサイズあるいは列の幅を変える必要があります





































出店計画

																										AS

								出店		退店		2020年
3月末 ネン ガツ マツ		投資額
（概算　百万円） トウシ ガク ガイサン ヒャクマンエン				2019年
3月 ネン ガツ														2020年3月期 ネン ガツキ		2021年3月期 ネン ガツキ		2022年3月期 ネン ガツキ		2023年3月期 ネン ガツキ		2024年3月期 ネン ガツキ

																										出店 シュッテン		小 ショウ				2		7		8		8		8

				国内 コクナイ				76		15		1,164		5,376				1,103										大 ダイ				1		6		6		7		7

						丸亀製麺		32		5		844		2,240				817										計 ケイ				3		13		14		15		15

						とん一 イチ		3		2		54		97				53								退店 タイ テン		小 ショウ				0		1		1		1		1

						カフェ		10		0		39		1,500				29										大 ダイ				0		0		0		0		0

						晩杯屋 バ		3		0		52		70				49										計 ケイ				0		1		1		1		1

						ずんどう屋 ヤ		3		0		48		191				45								純増 ジュン ゾウ		小 ショウ				2		6		7		7		7

						その他 タ		25		8		127		1,278				110										大 ダイ				1		6		6		7		7

				海外 カイガイ				145		24		696		1,940				575										計 ケイ				3		12		13		14		14

						連結子会社 レンケツ コガイシャ		69		12		229		1,850				172

						持分法適用会社 モチブン ホウ テキヨウ カイシャ		52		12		247		90				207								ずんどう屋 ヤ

						純粋ＦＣ ジュンスイ		24		0		220		0				196										Year0		Year1		Year2		Year3

				合 計 ゴウ ケイ				221		39		1,860		7,316				1,678										2019/03期 キ		2020/03期 キ		2021/03期 キ		2022/03期 キ

																										出店数 シュッテン スウ		9		3		10		10

						※その他　の内訳 タ ウチワケ																				退店数 タイ テン スウ		0		0		0		0

																										店舗数 テンポスウ		45		48		58		68













								Open		Close		2020
Mar						2019
Mar



				Domestic				76		15		1,164		5,376				1,103

						Marugame Seimen		32		5		844		2,240

						Butaya Tonichi （Tonkatsu,tonteki）		3		2		54		97

						Kona's CoffeeRoasted（Cafe）		10		0		39		1,500

						Banpaiya (Standing Bar)		3		0		52		70

						Zundoya (Ramen)		3		0		48		191

						Others		25		8		127		1,278

				Overseas				145		24		696		1,940

						Subsidiaries		69		12		229		1,850

						JVs		52		12		247		90

						FCs		24		0		220		0

				Total				221		39		1,860		7,316



















中期計画

				連結PL (IFRS) レンケツ																						注意！ チュウイ

						2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期								H29.3期 キ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		159,060		100.0%		109.7%		174,683		100.0%		109.8%		200,803		100.0%		115.0%				145,022

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		29,640		18.6%		239.0%		32,373		18.5%		109.2%		36,161		18.0%		111.7%				12,402

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,689		4.2%		290.6%		9,086		5.2%		135.8%		12,045		6.0%		132.6%				2,302

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		5,266		3.3%		393.9%		8,500		4.9%		161.4%		11,481		5.7%		135.1%				1,337

				当期利益 トウキ リエキ		2,704		1.7%		1223.5%		5,615		3.2%		207.7%		7,712		3.8%		137.3%				221

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		2,610		1.6%		977.5%		5,434		3.1%		208.2%		7,488		3.7%		137.8%				267



				丸亀製麺セグメントPL マルガメ セイ メン

				丸亀製麺セグメントPL		2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期								注意！ チュウイ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		97,880		100.0%		108.8%		99,307		100.0%		101.5%		107,694		100.0%		108.4%				89,944

				セグメント利益 リエキ		14,408		14.7%		115.8%		12,817		12.9%		89.0%		14,149		13.1%		110.4%				12,438



				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				海外事業セグメントPL		2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		33,294		100.0%		110.1%		36,604		100.0%		109.9%		41,549		100.0%		113.5%				30,242

				セグメント利益 リエキ		4,261		12.8%		130.8%		4,452		12.2%		104.5%		4,913		11.8%		110.4%				3,258



				出店  シュッテン		221						326						412								退店 タイ テン		30期 キ		31期 キ		32期 キ

				　国内 コクナイ		76						138						199										15		16		16

				　海外 カイガイ		145						188						213										24		26		25

				累計店舗数 ルイケイ テンポ スウ		1,860						2,144						2,515								1,687

				　国内 コクナイ		1,164						1,286						1,469								1,103

				　海外 カイガイ		696						858						1,046								575





















				Consolidated PL (IFRS)

						FY2019						FY2020						FY2021								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		159,060		100.0%		109.7%		174,683		100.0%		109.8%		200,803		100.0%		115.0%				95,587

				Adjusted EBITDA		29,640		18.6%		239.0%		32,373		18.5%		109.2%		36,161		18.0%		111.7%				12,799

				Operating profit		6,689		4.2%		290.6%		9,086		5.2%		135.8%		12,045		6.0%		132.6%				8,733

				Profit before tax		5,266		3.3%		393.9%		8,500		4.9%		161.4%		11,481		5.7%		135.1%				8,117

				Profit for the year		2,704		1.7%		1223.5%		5,615		3.2%		207.7%		7,712		3.8%		137.3%				5,242

				Profit for the year attributable to owners of the parents		2,610		1.6%		977.5%		5,434		3.1%		208.2%		7,488		3.7%		137.8%				5,212



				Ｍａｒｕｇａｍｅｓｅｉｍｅｎ segment

						FY2019						FY2020						FY2021								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		97,880		100.0%		108.8%		99,307		100.0%		101.5%		107,694		100.0%		108.4%				6,255

				segment profit		14,408		14.7%		115.8%		12,817		12.9%		89.0%		14,149		13.1%		110.4%				436





				Overseas segment

						FY2018						FY2019						FY2020								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		33,294		100.0%		110.1%		36,604		100.0%		109.9%		41,549		100.0%		113.5%				6,255

				segment profit		4,261		12.8%		130.8%		4,452		12.2%		104.5%		4,913		11.8%		110.4%				436



				Numbers of opening stores(numbers in overseas）		221				0.0%		326				0.0%		412				0.0%

				Total numbers of stores(numbers of overses)		1,860				0.0%		2,144				0.0%		2,515				0.0%				1,092		246



				Numbers of opening stores(numbers in overseas）

				Total numbers of stores(numbers of overses)





IFRS

		■2015年3月期：IFRS連結業績予想シミュレーション ネン ガツ キ レンケツ ギョウセキ ヨソウ

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		実績 ジッセキ		J-GAAP						IFRS				差異 サイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				0

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,564				営業利益 エイギョウ リエキ		4,177				△ 3,387

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,994				税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		3,602				△ 3,392

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,606				当期利益 トウキ リエキ		1,985				29

								　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,956				△ 650



		↓実績のJ-GAAPとIFRSの差異を元にIFRS予算を試算 ジッセキ サイ モト ヨサン シサン												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		予想 ヨソウ		J-GAAP						IFRS				調整 チョウセイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		84,803				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		84,803				0

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,200				営業利益 エイギョウ リエキ		3,900				△ 3,300

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,928				税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		3,628				△ 3,300

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,132				当期利益 トウキ リエキ		1,762				30

								　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,732				△ 400		※調整 チョウセイ





Sheet4

		連結純損益計算書の差異 レンケツ ジュンソンエキ ケイサンショ サイ

																						（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		日本基準（J-GAAP） ニホン キジュン						①日本基準（J-GAAP）の表示組替 ニホン キジュン ヒョウジ クミカエ						②国際会計基準（IFRS） コクサイ カイケイ キジュン						差異②－① サイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		0

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		0

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		0

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 57,421				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 57,421				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 58,605				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 1,183		※1

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,564				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 1,849				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 2,155				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 306		※2

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		277				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		338				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		324				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		△ 14

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		△ 848				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 342				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 374				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 32

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,994				営業利益 エイギョウ リエキ		5,711				営業利益 エイギョウ リエキ		4,175				営業利益 エイギョウ リエキ		△ 1,536

		特別利益 トクベツ リエキ		172				金融収益 キンユウ シュウエキ		111				金融収益 キンユウ シュウエキ		206				金融収益 キンユウ シュウエキ		95		※3

		特別損失 トクベツ ソンシツ		△ 2,068				金融費用 キンユウ ヒヨウ		△ 646				金融費用 キンユウ ヒヨウ		△ 637				金融費用 キンユウ ヒヨウ		9

		税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		5,098				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 77				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 130				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 53		※4

		法人税等 ホウジンゼイ トウ		△ 2,429				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		5,098				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		3,614				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		△ 1,484

		少数株主調整前当期純利益 ショウスウ カブヌシ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		2,669				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		△ 2,429				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		△ 1,603				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		826		※5

		少数株主損益 ショウスウ カブヌシ ソンエキ		△ 29				当期利益 トウキ リエキ		2,669				当期利益 トウキ リエキ		2,011				当期利益 トウキ リエキ		△ 658

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,640				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		2,640				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,982				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		△ 658

								　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		29				　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		29				　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		0

																				IFRSと日本基準の主な差異 ニホン キジュン オモ サイ

																		※1		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		△ 869		定額法への遡及修正 テイガク ホウ ソキュウ シュウセイ

				日本基準（J-GAAP） ニホン キジュン				国際会計基準（IFRS） コクサイ カイケイ キジュン												租税公課 ソゼイ コウカ		△ 344		法人税等（均等割）より振替 ホウジンゼイ トウ キントウワリ フリカエ

		営業利益 エイギョウ リエキ		売上総利益－販売費及び一般管理費 ウリアゲ ソウリエキ ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				売上総利益－販売費及び一般管理費－減損損失＋その他の営業収益－その他の営業費用 ウリアゲ ソウリエキ ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ ゲンソン ソンシツ タ エイギョウ シュウエキ タ エイギョウ ヒヨウ												その他 タ		30

																				計 ケイ		△ 1,183

		経常利益 ケイジョウ リエキ		営業利益＋営業外収益－営業外費用 エイギョウ リエキ エイギョウガイ シュウエキ エイギョウガイ ヒヨウ				経常利益、特別損益の概念はなく、金融収益、金融費用及び持分法による投資損益以外は、営業利益に加減 ケイジョウ リエキ トクベツ ソンエキ ガイネン キンユウ シュウエキ キンユウ ヒヨウ オヨ モチブンポウ トウシ ソンエキ イガイ エイギョウ リエキ カゲン										※2		減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 251		割引後CFとの比較 ワリビキ アト ヒカク

																				減損損失（のれん） ゲンソン ソンシツ		△ 55		非償却分を減損 ヒ ショウキャク ブン ゲンソン

		金融収益 キンユウ シュウエキ		－				受取利息、為替差益等 ウケトリ リソク カワセ サエキ トウ												計 ケイ		△ 306

		金融費用 キンユウ ヒヨウ		－				支払利息、為替差損等 シハライ リソク カワセ サソン トウ										※3		受取利息 ウケトリ リソク		95		敷金保証金を償却原価に シキキン ホショウキン ショウキャク ゲンカ

																				計 ケイ		95

																		※4		持分法による投資損失 モチブンポウ トウシ ソンシツ		△ 86		全ての共同支配企業を持分法適用に スベ キョウドウ シハイ キギョウ モチブンポウ テキヨウ

																				持分法による投資損失 モチブンポウ トウシ ソンシツ		33		持分法のれんの非償却 モチブンポウ ヒ ショウキャク

																				計 ケイ		△ 53

																		※5		法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		345		均等割を租税公課に振替 キントウワリ ソゼイ コウカ フリカエ

																				法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		132		税率変更による修正 ゼイリツ ヘンコウ シュウセイ

																				法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		349		IFRS修正に係る税効果調整 シュウセイ カカ ゼイ コウカ チョウセイ

																				計 ケイ		826



表示組替

IFRS調整



世界ランキング

				世界外食企業ランキング（上場企業）上位10社

						企業名		国名		売上高
（百万ドル）		決算期		展開ブランド

				1		McDonald's Corporation 		アメリカ		28,106		41609		McDonald's

				2		Starbucks Corporation 		アメリカ		14,892		41518		Starbucks

				3		Yum Brands Inc 		アメリカ		13,084		41609		KFC/Pizza Hut/Taco Bell、他

				4		Darden Restaurants Inc 		アメリカ		6,286		41760		Red Lobster/Olive Garden/
LongHorn Steakhouse、他

				5		AUTOGRILL SPA 		イタリア		6,207		41609		FC含む250ブランド以上を展開

				6		ゼンショーホールディングス		日本		4,679		41699		すき家/ココス/はま寿司、他

				7		Bloomin Brands Inc		アメリカ		4,129		41609		OUTBACK STEAKHOUSE
/CARRABBA'S、他

				8		ARCOS DORADOS 
HOLDINGS INCORPORATED 		アルゼンチン		4,033		41609		（中南米、カリブ海エリアの
McDonald's franchisee）

				9		Chipotle Mexican Grill, Inc. 		アメリカ		3,215		41609		Chipotle

				10		TIM HORTONS INCORPORATED		カナダ		3,162		41609		Tim Hortons、他

				（出所）各社決算資料等よりみずほ銀行産業調査部作成





						McDonald's Corporation 		(		アメリカ		)		28,106

						Starbucks Corporation 		(		アメリカ		)		14,892

						Yum Brands Inc 		(		アメリカ		)		13,084

						Darden Restaurants Inc 		(		アメリカ		)		6,286

						AUTOGRILL SPA 		(		イタリア		)		6,207
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						McDonald's Corporation (アメリカ)		28,106

						Starbucks Corporation (アメリカ)		14,892

						Yum Brands Inc (アメリカ)		13,084

						Darden Restaurants Inc (アメリカ)		6,286

						AUTOGRILL SPA (イタリア)		6,207

						ゼンショーホールディングス(日本)		4,679

						Bloomin Brands Inc(アメリカ)		4,129
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HOLDINGS INCORPORATED (アルゼンチン)		4,033

						Chipotle Mexican Grill, Inc. (アメリカ)		3,215

						TIM HORTONS INCORPORATED(カナダ)		3,162





						TIM HORTONS Inc.(カナダ)		3,162

						Chipotle Mexican Grill, Inc. (アメリカ)		3,215

						ARCOS DORADOS HD Inc. (アルゼンチン)		4,033

						Bloomin Brands Inc.(アメリカ)		4,129

						ゼンショーホールディングス(日本)		4,679

						AUTOGRILL SPA (イタリア)		6,207

						Darden Restaurants Inc. (アメリカ)		6,286

						Yum Brands Inc. (アメリカ)		13,084

						Starbucks Corporation (アメリカ)		14,892

						McDonald's Corporation (アメリカ)		28,106









						TIM HORTONS Inc.		3,162

						Chipotle Mexican Grill, Inc. 		3,215

						ARCOS DORADOS HD Inc. 		4,033

						Bloomin Brands Inc.		4,129

						ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.		4,679

						AUTOGRILL SPA 		6,207

						Darden Restaurants Inc. 		6,286

						Yum Brands Inc. 		13,084

						Starbucks Corporation 		14,892

						McDonald's Corporation 		28,106





						McDonald's Corporation 		28,106

						Starbucks Corporation 		14,892

						Yum Brands Inc. 		13,084

						Darden Restaurants Inc. 		6,286

						AUTOGRILL SPA 		6,207

						ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.		4,679

						Bloomin Brands Inc.		4,129

						ARCOS DORADOS HD Inc. 		4,033

						Chipotle Mexican Grill, Inc. 		3,215

						TIM HORTONS Inc.		3,162



TIM HORTONS Inc.(カナダ)	Chipotle Mexican Grill, Inc. (アメリカ)	ARCOS DORADOS HD Inc. (アルゼンチン)	Bloomin Brands Inc.(アメリカ)	ゼンショーホールディングス(日本)	AUTOGRILL SPA (イタリア)	Darden Restaurants Inc. (アメリカ)	Yum Brands Inc. (アメリカ)	Starbucks Corporation (アメリカ)	McDonald's Corporation (アメリカ)	3162	3215	4033	4129	4679	6207	6286	13084	14892	28106	McDonald's Corporation 	Starbucks Corporation 	Yum Brands Inc. 	Darden Restaurants Inc. 	AUTOGRILL SPA 	ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.	Bloomin Brands Inc.	ARCOS DORADOS HD Inc. 	Chipotle Mexican Grill, Inc. 	TIM HORTONS Inc.	28106	14892	13084	6286	6207	4679	4129	4033	3215	3162	

基礎資料

		ＢＩ　「月別・日別推移」　→　「当月レート」　は、前月末のレートを採用 ツキベツ ヒ ベツ スイイ トウゲツ ゼンゲツ マツ サイヨウ

		閉店日　＞＝2016/03/31　（3/31以前に閉店した店舗は含まない） 　 開店日　＜＝2015/12/31（12/31以前に開店した店舗を含む）　など　　を選択 ヘイ テン テンポ フク カイテン ヒ イゼン カイテン テンポ フク

		*は取る ト

		開店、閉店の情報は、右クリックでロックする カイテン ヘイテン ジョウホウ ミギ

		⇒　2016/1/1から03/31まで、ひと月フルで営業していた店舗を対象にしている ツキ エイギョウ テンポ タイショウ

		1Q		閉店日　＞＝2018/3/31　		開店日 ＜＝2017/12/31

		2Q		閉店日　＞＝2018/06/30　		開店日 ＜＝2017/12/31

		3Q		閉店日　＞＝2018/09/30　		開店日 ＜＝2017/12/31

		4Q		閉店日　＞＝2018/12/31　		開店日 ＜＝2017/12/31

		※台湾は注意 タイワン チュウイ

		※丸亀製麺だけ絞る マ シボ

		アメリカ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		11,037,015		1,236,035,309		0		-		944,199,552		130.91%		1,085,440		887,294		122.3%		1,139		0		-		-		-		-		-		3

		2018/01		934,634		104,669,658		0		-		67,798,467		154.38%		94,437		67,217		140.5%		1,108		0		-		-		-		-		-

		2018/02		865,529		96,930,585		0		-		58,289,841		166.29%		86,893		58,009		149.8%		1,116		0		-		-		-		-		-

		2018/03		940,247		105,298,244		0		-		62,867,453		167.49%		93,828		62,064		151.2%		1,122		0		-		-		-		-		-

		2018/04		879,409		98,484,986		0		-		62,713,474		157.04%		88,931		61,268		145.2%		1,107		0		-		-		-		-		-

		2018/05		923,118		103,380,016		0		-		66,076,146		156.46%		92,310		63,938		144.4%		1,120		0		-		-		-		-		-

		2018/06		891,830		99,876,097		0		-		65,094,909		153.43%		89,438		63,065		141.8%		1,117		0		-		-		-		-		-

		2018/07		918,801		102,896,533		0		-		71,199,415		144.52%		91,340		67,966		134.4%		1,127		0		-		-		-		-		-

		2018/08		933,509		104,543,639		0		-		75,557,404		138.36%		90,175		71,798		125.6%		1,159		0		-		-		-		-		-

		2018/09		902,763		101,100,405		0		-		89,716,330		112.69%		87,740		82,737		106.0%		1,152		0		-		-		-		-		-

		2018/10		904,814		101,330,172		0		-		108,372,002		93.50%		87,870		96,758		90.8%		1,153		0		-		-		-		-		-

		2018/11		902,780		101,102,360		0		-		107,716,571		93.86%		87,338		96,159		90.8%		1,158		0		-		-		-		-		-

		2018/12		1,039,580		116,422,613		0		-		108,797,539		107.01%		95,140		96,315		98.8%		1,224		0		-		-		-		-		-

						34,334,314										30,151						1,139

						34,334

		韓国 カンコク

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		6,706,938,740		670,693,874		0		-		680,174,538		98.61%		755,090		803,853		93.9%		888		0		-		-		-		-		-		10

		2018/01		566,061,780		56,606,178		0		-		57,115,579		99.11%		66,453		66,098		100.5%		852		0		-		-		-		-		-

		2018/02		520,514,890		52,051,489		0		-		52,995,374		98.22%		60,381		61,720		97.8%		862		0		-		-		-		-		-

		2018/03		572,189,740		57,218,974		0		-		50,865,872		112.49%		66,336		59,949		110.7%		863		0		-		-		-		-		-

		2018/04		541,064,440		54,106,444		0		-		54,753,092		98.82%		60,522		65,413		92.5%		894		0		-		-		-		-		-

		2018/05		564,352,660		56,435,266		0		-		57,043,792		98.93%		63,559		68,308		93.0%		888		0		-		-		-		-		-

		2018/06		535,459,550		53,545,955		0		-		56,203,125		95.27%		60,112		67,006		89.7%		891		0		-		-		-		-		-

		2018/07		605,035,010		60,503,501		0		-		59,664,308		101.41%		68,244		70,970		96.2%		887		0		-		-		-		-		-

		2018/08		600,337,740		60,033,774		0		-		60,273,538		99.60%		67,212		71,770		93.6%		893		0		-		-		-		-		-

		2018/09		539,093,950		53,909,395		0		-		54,244,144		99.38%		58,602		64,180		91.3%		920		0		-		-		-		-		-

		2018/10		551,903,530		55,190,353		0		-		56,888,227		97.02%		61,414		67,561		90.9%		899		0		-		-		-		-		-

		2018/11		542,895,370		54,289,537		0		-		57,939,978		93.70%		59,548		68,212		87.3%		912		0		-		-		-		-		-

		2018/12		568,030,080		56,803,008		0		-		62,187,509		91.34%		62,707		72,666		86.3%		906		0		-		-		-		-		-

						5,589,116										6,292						888

						5,589

		台湾 タイワン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計				2,971,667,163										4,616,338								0		-		-		-		-		-		28

		2018/04		73,235,984		262,917,183		0		-		251,137,520		104.69%		389,494		407,124		95.7%		675		0		-		-		-		-		-

		2018/05		68,393,158		245,531,437		0		-		257,344,792		95.41%		378,505		388,993		97.3%		649		0		-		-		-		-		-

		2018/06		71,168,994		255,496,688		0		-		254,627,460		100.34%		391,780		386,317		101.4%		652		0		-		-		-		-		-

		2018/07		77,465,930		278,102,689		0		-		291,768,623		95.32%		431,510		435,155		99.2%		644		0		-		-		-		-		-

		2018/08		68,986,210		247,660,494		0		-		279,460,312		88.62%		400,710		422,766		94.8%		618		0		-		-		-		-		-

		2018/09		66,685,851		239,402,205		0		-		209,331,593		114.37%		368,591		319,832		115.2%		650		0		-		-		-		-		-

		2018/10		65,631,275		235,616,277		0		-		262,058,946		89.91%		359,469		395,002		91.0%		655		0		-		-		-		-		-

		2018/11		60,463,169		217,062,777		0		-		238,986,853		90.83%		350,028		358,597		97.6%		620		0		-		-		-		-		-

		2018/12		74,003,339		265,671,987		0		-		270,622,985		98.17%		418,034		405,124		103.2%		636		0		-		-		-		-		-

		2019/01		66,674,732		239,362,288		0		-		229,919,385		104.11%		376,272		353,655		106.4%		636		0		-		-		-		-		-

		2019/02		68,961,950		247,573,401		0		-		271,017,195		91.35%		380,474		385,962		98.6%		651		0		-		-		-		-		-

		2019/03		66,091,849		237,269,738		0		-		236,765,436		100.21%		371,471		349,155		106.4%		639		0		-		-		-		-		-

						8,844,248										13,739						644

						8,844

		ロシア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		249,820,501		489,648,182		0		-		606,340,489		80.75%		619,308		768,902		80.5%		791		0		-		-		-		-		-		7

		2018/01		23,475,281		46,011,550		0		-		37,642,492		122.23%		57,336		48,483		118.3%		802		0		-		-		-		-		-

		2018/02		23,467,768		45,996,825		0		-		41,677,393		110.36%		58,371		53,890		108.3%		788		0		-		-		-		-		-

		2018/03		28,161,829		55,197,185		0		-		55,066,665		100.24%		69,347		70,917		97.8%		796		0		-		-		-		-		-

		2018/04		29,134,888		57,104,380		0		-		51,409,079		111.08%		71,632		65,798		108.9%		797		0		-		-		-		-		-

		2018/05		28,300,303		55,468,594		0		-		51,420,349		107.87%		69,890		66,385		105.3%		794		0		-		-		-		-		-

		2018/06		29,105,898		57,047,559		0		-		51,120,385		111.59%		69,055		62,666		110.2%		826		0		-		-		-		-		-

		2018/07		26,761,752		52,453,033		0		-		47,238,507		111.04%		64,403		59,162		108.9%		814		0		-		-		-		-		-

		2018/08		25,422,365		49,827,835		0		-		46,456,545		107.26%		61,844		62,566		98.8%		806		0		-		-		-		-		-

		2018/09		11,250,390		22,050,764		0		-		56,269,767		39.19%		30,150		69,913		43.1%		731		0		-		-		-		-		-

		2018/10		12,932,184		25,347,080		0		-		59,012,452		42.95%		35,088		73,440		47.8%		722		0		-		-		-		-		-

		2018/11		11,807,845		23,143,376		0		-		56,289,703		41.11%		32,192		69,802		46.1%		719		0		-		-		-		-		-

		2018/12		0		0		0		-		52,737,152		0.00%		0		65,880		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

						6,359,067										8,043						791

						6,359

		中国 チュウゴク

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		253,847,903		4,257,029,327		0		-		4,276,874,170		99.54%		6,629,104		6,377,268		103.9%		642		0		-		-		-		-		-		69

		2018/01		21,499,479		360,546,268		0		-		354,313,915		101.76%		547,348		520,677		105.1%		659		0		-		-		-		-		-

		2018/02		19,902,231		333,760,419		0		-		317,080,764		105.26%		517,272		471,878		109.6%		645		0		-		-		-		-		-

		2018/03		21,157,732		354,815,159		0		-		340,711,334		104.14%		537,201		509,587		105.4%		660		0		-		-		-		-		-

		2018/04		20,238,475		339,399,222		0		-		339,685,662		99.92%		510,965		494,047		103.4%		664		0		-		-		-		-		-

		2018/05		20,188,411		338,559,649		0		-		350,489,524		96.60%		559,414		518,800		107.8%		605		0		-		-		-		-		-

		2018/06		21,499,488		360,546,409		0		-		380,465,857		94.76%		654,384		552,143		118.5%		551		0		-		-		-		-		-

		2018/07		24,090,931		404,004,918		0		-		401,912,616		100.52%		634,219		600,567		105.6%		637		0		-		-		-		-		-

		2018/08		23,709,415		397,606,893		0		-		391,397,135		101.59%		601,990		597,178		100.8%		660		0		-		-		-		-		-

		2018/09		20,247,900		339,557,280		0		-		340,705,766		99.66%		521,964		521,082		100.2%		651		0		-		-		-		-		-

		2018/10		20,449,485		342,937,857		0		-		340,641,385		100.67%		529,361		522,324		101.3%		648		0		-		-		-		-		-

		2018/11		19,610,734		328,872,006		0		-		339,044,797		97.00%		504,097		506,954		99.4%		652		0		-		-		-		-		-

		2018/12		21,253,622		356,423,248		0		-		380,425,416		93.69%		510,889		562,031		90.9%		698		0		-		-		-		-		-

						5,141,340										8,006						642

						5,141

		タイ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		136,089,230		485,838,550		0		-		539,844,041		90.00%		876,307		1,107,020		79.2%		554		0		-		-		-		-		-		22

		2018/01		13,421,005		47,912,987		0		-		40,074,580		119.56%		101,773		76,489		133.1%		471		0		-		-		-		-		-

		2018/02		11,488,032		41,012,276		0		-		37,324,473		109.88%		84,617		71,707		118.0%		485		0		-		-		-		-		-

		2018/03		12,723,835		45,424,091		0		-		42,611,486		106.60%		94,942		86,311		110.0%		478		0		-		-		-		-		-

		2018/04		12,840,018		45,838,865		0		-		45,051,056		101.75%		95,161		92,636		102.7%		482		0		-		-		-		-		-

		2018/05		12,432,458		44,383,875		0		-		37,668,891		117.83%		93,249		81,002		115.1%		476		0		-		-		-		-		-

		2018/06		12,305,931		43,932,174		0		-		45,718,692		96.09%		93,433		93,906		99.5%		470		0		-		-		-		-		-

		2018/07		12,344,254		44,068,987		0		-		46,736,223		94.29%		94,490		97,973		96.4%		466		0		-		-		-		-		-

		2018/08		12,112,614		43,242,032		0		-		48,688,249		88.81%		92,877		100,836		92.1%		466		0		-		-		-		-		-

		2018/09		11,428,445		40,799,549		0		-		49,654,757		82.17%		86,171		101,589		84.8%		473		0		-		-		-		-		-

		2018/10		5,156,638		18,409,197		0		-		46,566,077		39.53%		39,594		96,613		41.0%		465		0		-		-		-		-		-

		2018/11		7,520,459		26,848,037		0		-		46,014,052		58.35%		0		94,430		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

		2018/12		12,315,541		43,966,481		0		-		53,735,506		81.82%		0		113,528		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

						1,840,298										3,319						554

						1,840

		カンボジア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		723,052		80,974,591		0		-		79,876,540		101.37%		174,243		162,171		107.4%		465		0		-		-		-		-		-		1

		2018/01		60,902		6,820,403		0		-		5,835,079		116.89%		16,075		11,579		138.8%		424		0		-		-		-		-		-

		2018/02		54,361		6,087,933		0		-		5,431,325		112.09%		14,896		10,550		141.2%		409		0		-		-		-		-		-

		2018/03		61,330		6,868,311		0		-		6,083,072		112.91%		16,130		11,790		136.8%		426		0		-		-		-		-		-

		2018/04		62,016		6,945,199		0		-		6,234,230		111.40%		15,308		12,235		125.1%		454		0		-		-		-		-		-

		2018/05		55,382		6,202,267		0		-		6,263,222		99.03%		13,486		12,003		112.4%		460		0		-		-		-		-		-

		2018/06		57,645		6,455,609		0		-		6,783,814		95.16%		14,438		13,411		107.7%		447		0		-		-		-		-		-

		2018/07		55,777		6,246,474		0		-		7,030,093		88.85%		13,565		14,230		95.3%		460		0		-		-		-		-		-

		2018/08		61,259		6,860,382		0		-		7,381,441		92.94%		13,868		17,560		79.0%		495		0		-		-		-		-		-

		2018/09		56,863		6,368,142		0		-		6,971,815		91.34%		12,830		16,316		78.6%		496		0		-		-		-		-		-

		2018/10		66,844		7,485,806		0		-		7,285,194		102.75%		15,078		8,131		185.4%		496		0		-		-		-		-		-

		2018/11		61,908		6,933,024		0		-		7,221,156		96.01%		13,870		16,264		85.3%		500		0		-		-		-		-		-

		2018/12		68,765		7,701,041		0		-		7,356,099		104.69%		14,699		18,102		81.2%		524		0		-		-		-		-		-

						6,747,883										14,520						465

						6,748



		フィリピン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		69,533,573		157,145,876		0		-		51,237,143		306.70%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-		1

		2018/01		5,292,606		11,961,289		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/02		5,112,480		11,554,205		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/03		5,498,906		12,427,527		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/04		5,373,300		12,143,657		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/05		5,335,998		12,059,355		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/06		5,364,759		12,124,355		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/07		5,704,955		12,893,197		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/08		5,886,499		13,303,488		0		-		6,529,648		203.74%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/09		5,779,436		13,061,526		0		-		10,703,669		122.03%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/10		6,103,613		13,794,166		0		-		10,936,373		126.13%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/11		7,099,325		16,044,475		0		-		10,674,562		150.31%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/12		6,981,697		15,778,635		0		-		12,392,892		127.32%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

						13,095,490										0						ERROR:#DIV/0!

						13,095



				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン				検算 ケンザン

				アメリカ (本土・ハワイ） ホンド		34,334		30,151		1,139				30,151		0				9364837.1399935

				韓国 カンコク		5,589		6,292		888				6,292		0				16312.6546754795

				台湾 タイワン		8,844		13,739		644				13,739		0

				カンボジア		6,748		14,520		465				14,520		0

				ロシア（持分）		6,359		8,043		791				8,043		0

				中国（持分） チュウゴク モチブン		5,141		8,006		642				8,006		0

				タイ（持分）		1,840		3,319		554				3,319		0



				日本 ニホン		9,364		16,312		574				16,314		(2)



				Overseas Marugame Seimen brand　Basic information						(Monthly data per store)

						Sales
 (1,000 yen)		# of Guests
 (person)		Sales per Guest
 (yen)

				USA		34,334		30,151		1,139

				South Korea		5,589		6,292		888

				Taiwan (ROC)		8,844		13,739		644

				Cambodia		6,748		14,520		465

				Russia<JV>		6,359		8,043		791

				China(PRC) <JV>		5,141		8,006		642

				Thailand <JV>		1,840		3,319		554



				Japan		9,364		16,312		574

				過去データ カコ

				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン

				アメリカ		26,129		27,025		967

				韓国 カンコク		5,290		7,119		743

				台湾 タイワン		11,937		22,143		539

				ロシア（持分）		7,198		9,602		750

				中国（持分） チュウゴク モチブン		7,092		11,545		614

				タイ（持分）		2,457		4,910		500



				日本 ニホン		9,000		16,393		548







				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン

				アメリカ		31,554		31,756		994

				韓国 カンコク		6,005		7,465		804

				台湾 タイワン		16,033		24,226		662

				ロシア（持分）		7,736		10,644		727

				中国（持分） チュウゴク モチブン		8,479		12,302		689

				タイ（持分）		3,160		5,895		536



				日本 ニホン		8,836		16,213		545









Sheet8

		ＢＩ　「月別・日別推移」　→　「当月レート」　は、前月末のレートを採用

		閉店日　＞＝2016/03/31　（3/31以前に閉店した店舗は含まない） 　 開店日　＜＝2015/12/31（12/31以前に開店した店舗を含む）　など　　を選択

		*は取る

		開店、閉店の情報は、右クリックでロックする

		⇒　2016/1/1から03/31まで、ひと月フルで営業していた店舗を対象にしている

		1Q		閉店日　＞＝2019/3/31　		開店日 ＜＝2018/12/31

		2Q		閉店日　＞＝2019/06/30　		開店日 ＜＝2018/12/31

		3Q		閉店日　＞＝2019/09/30　		開店日 ＜＝2018/12/31

		4Q		閉店日　＞＝2019/12/31　		開店日 ＜＝2018/12/31

		※台湾は注意

		※丸亀製麺だけ絞る

		アメリカ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		3,775,772		420,005,085		0		-		305,840,278		137.33%		337,051		275,982		122.1%		1,246		0		-		-		-		-		-		5

		2019/01		1,330,758		146,330,201		0		-		103,856,746		140.90%		119,232		95,555		124.8%		1,227		0		-		-		-		-		-

		2019/02		1,184,941		132,559,354		0		-		96,738,622		137.03%		106,025		86,846		122.1%		1,250		0		-		-		-		-		-

		2019/03		1,260,073		141,115,529		0		-		105,244,911		134.08%		111,794		93,581		119.5%		1,262		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						28,000,339										22,470						1,246

						28,000

		韓国

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		1,580,603,090		158,813,746		0		-		166,848,993		95.18%		168,792		193,299		87.3%		941		0		-		-		-		-		-		10

		2019/01		531,204,040		53,226,645		0		-		56,384,924		94.40%		56,111		66,028		85.0%		949		0		-		-		-		-		-

		2019/02		497,843,510		50,431,548		0		-		53,101,644		94.97%		52,356		60,794		86.1%		963		0		-		-		-		-		-

		2019/03		551,555,540		55,155,554		0		-		57,362,425		96.15%		60,325		66,477		90.7%		914		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						5,293,792										5,626						941

						5,294

		台湾

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		232,899,909		816,303,255		0		-		758,783,227		107.58%		1,329,643		1,181,087		112.6%		614		0		-		-		-		-		-		31

		2019/04		73,674,211		265,227,160		0		-		261,160,848		101.56%		416,169		386,621		107.6%		637		0		-		-		-		-		-

		2019/05		75,733,337		260,522,679		0		-		238,959,394		109.02%		427,957		385,683		111.0%		609		0		-		-		-		-		-

		2019/06		83,492,361		290,553,416		0		-		258,662,985		112.33%		485,517		408,783		118.8%		598		0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

		2020/01																						0		-		-		-		-		-

		2020/02																						0		-		-		-		-		-

		2020/03																						0		-		-		-		-		-

						8,777,454										14,297						614

						8,777

		ロシア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計																						0		-		-		-		-		-		7

		2019/01																						0		-		-		-		-		-

		2019/02																						0		-		-		-		-		-

		2019/03																						0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						0										0						ERROR:#DIV/0!

						0

		中国

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		69,477,772		1,162,673,494		0		-		1,061,504,165		109.53%		1,630,424		1,625,313		100.3%		713		0		-		-		-		-		-		82

		2019/01		24,548,265		406,273,781		0		-		355,683,668		114.22%		572,525		567,131		101.0%		710		0		-		-		-		-		-

		2019/02		20,942,029		354,129,712		0		-		339,296,373		104.37%		481,953		503,492		95.7%		735		0		-		-		-		-		-

		2019/03		23,987,478		402,270,001		0		-		366,524,124		109.75%		575,946		554,690		103.8%		698		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						4,726,315										6,628						713

						4,726

		タイ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		34,435,354		123,136,542		0		-		136,646,473		90.11%		253,698		284,956		89.0%		485		0		-		-		-		-		-		24

		2019/01		11,696,125		41,638,205		0		-		46,666,141		89.23%		86,060		99,389		86.6%		484		0		-		-		-		-		-

		2019/02		10,642,945		38,314,601		0		-		42,171,387		90.85%		78,347		86,202		90.9%		489		0		-		-		-		-		-

		2019/03		12,096,285		43,183,736		0		-		47,808,945		90.33%		89,291		99,365		89.9%		484		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						1,710,230										3,524						485

						1,710

		カンボジア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		212,624		23,661,393		0		-		19,685,795		120.20%		44,272		47,403		93.4%		534		0		-		-		-		-		-		1

		2019/01		70,102		7,708,390		0		-		6,646,907		115.97%		14,847		15,975		92.9%		519		0		-		-		-		-		-

		2019/02		67,257		7,524,062		0		-		6,105,202		123.24%		14,023		14,947		93.8%		537		0		-		-		-		-		-

		2019/03		75,265		8,428,942		0		-		6,933,686		121.57%		15,402		16,481		93.5%		547		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						7,887,131										14,757						534

						7,887



		フィリピン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		63,548,033		143,724,744		0		-		52,754,174		272.44%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-		4

		2019/01		20,170,105		45,181,036		0		-		11,837,618		381.67%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/02		12,739,773		29,301,477		0		-		13,061,748		224.33%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/03		30,638,155		69,242,230		0		-		27,854,807		248.58%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/04														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/05														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/06														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/07														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/08														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/09														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/10														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/11														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/12														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

						11,977,062										0						ERROR:#DIV/0!

						11,977



				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)				検算

				アメリカ (本土・ハワイ）		28,000		22,470		1,246				22,470		0				9364837.1399935

				韓国		5,294		5,626		941				5,626		0				16312.6546754795

				台湾		8,777		14,297		614				14,297		0

				カンボジア		7,887		14,757		534				14,757		0

				ロシア（持分）		0		0		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				中国（持分）		4,726		6,628		713				6,628		0

				タイ（持分）		1,710		3,524		485				3,524		0



				日本		9,813		17,685		555				17,681		4



				Overseas Marugame Seimen brand　Basic information						(Monthly data per store)

						Sales
 (1,000 yen)		# of Guests
 (person)		Sales per Guest
 (yen)

				USA		28,000		22,470		1,246

				South Korea		5,294		5,626		941

				Taiwan (ROC)		8,777		14,297		614

				Cambodia		7,887		14,757		534

				China(PRC) <JV>		4,726		6,628		713

				Thailand <JV>		1,710		3,524		485



				Japan		9,813		17,685		555

				過去データ

				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)

				アメリカ		26,129		27,025		967

				韓国		5,290		7,119		743

				台湾		11,937		22,143		539

				ロシア（持分）		7,198		9,602		750

				中国（持分）		7,092		11,545		614

				タイ（持分）		2,457		4,910		500



				日本		9,000		16,393		548







				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)

				アメリカ		31,554		31,756		994

				韓国		6,005		7,465		804

				台湾		16,033		24,226		662

				ロシア（持分）		7,736		10,644		727

				中国（持分）		8,479		12,302		689

				タイ（持分）		3,160		5,895		536



				日本		8,836		16,213		545









株主還元

				配当の推移

						2012年3月期		2014年
3月期		2015年
3月期		2016年
3月期		2017年
3月期		2018年
3月期		2019年
3月期		2020年
3月期
(予想) ヨソウ

				1株当たりの
年間配当額 ア		15円50銭		8円00銭		10円00銭		24円00銭		26円00銭		26円50銭		1円50銭		12円50銭

				配当性向		19.90%		37.00%		20.50%		19.90%		20.00%		24.68%		24.10%		20.56%



																										株主優待の内容

																										保有株式数		優待内容		継続保有優遇 ケイゾク ホユウ ユウグウ

																										実施回数 ジッシ カイスウ		年2回 ネン カイ		左記に追加 サキ ツイカ		年2回 ネン カイ

																										100株以上～200株未満		4,000円相当の割引券 ワリビキケン				ー

																										200株以上～500株未満		4,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン

																										500株以上～1,000株未満		10,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン

																										1,000株以上		15,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン



				Changes in Dividends

						Year ended March 31, 2012		Year ended March 31, 2014		Year ended March 31, 2015		Year ended March 31, 2016		Year ended March 31, 2017		Year ended March 31, 2018		Year ended March 31, 2019		Year ended March 31, 2020
(estimated)

				Annual dividend per share		15.50yen		8.00yen		10.00yen		24.00yen		26.00yen		26.50yen		1.50yen		12.50yen																Annual dividend per share

				Dividend payout ratio		19.90%		37.00%		20.50%		19.90%		20.00%		20.00%		24.10%		20.56%																Dividend payout ratio



																										Shareholder incentives

																										Number of shares		Incentive		Preferential treatment for continuous holding

																										The number of times		Twice a year		Twice a year						Shareholder incentives

																										100 - 200		4,000 yen value coupon 		Add to left		-				Shareholder incentives

																										200 - 500		4,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 

																										500 - 1,000		10,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 

																										1,000+  		15,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 





丸亀製麺　既存店

																																				Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar

						2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		2018年
3月期 ネン ガツキ		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		10月																												2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月 ガツ		2月		3月		4月 ガツ		5月 ガツ		6月

						FY 2015		FY 2016		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep						FY 2015		FY 2016		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun

						FY 2015		FY 2016		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		FY 2017 		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月						FY 2015		FY 2016		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar

				Net Sales		106.7%		103.8%		104.8%		105.2%		107.0%		110.2%		104.2%		105.1%		100.6%		100.5%		107.6%		103.2%		103.1%		101.1%		104.4%		103.3%		94.4%		97.9%		96.3%		95.2%		92.2%		96.5%		101.8%		96.3%		97.6%		96.8%		99.6%		96.7%		110.1%		105.7%		103.0%		106.2%		111.3%						2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月
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																																		売上 ウリアゲ																				97.6%		96.8%		97.4%		97.0%		107.3%		103.9%		104.7%		105.0%		111.9%
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				客数 キャクスウ																																																																						客数 キャクスウ

				客単価 キャクタンカ																																																																						客単価 キャクタンカ



																																		CM		110.0%		110.4%		79.4%		125.7%		73.0%		93.0%
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				FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018.2Q

				8,084,319		8,375,678		8,820,127		9,151,859		9,515,486		9,393,999

				8,084		8,376		8,820		9,152		9,515		9,394

												117.7%		112.2%

												1,431

				2013.04-2014.03		2014.04-2015.03		2015.04-2016.03		2016.04-2017.03		2017.04-2018.03		2018.04-2019.03

				2014年
3月期 ネン ガツキ		2015年
3月期 ネン ガツキ		2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		2019年
3月期3Q ネン ガツキ

				8,084,319		8,375,678		8,821,908		9,153,590		9,517,802		9290333.95227737

				8,084		8,376		8,822		9,154		9,518		9,290

												117.7%		114.9%

												1,433,483		1,206,015

				FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018.2Q

				2014年
3月期 ネン ガツキ		2015年
3月期 ネン ガツキ		2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		2019年
3月期3Q ネン ガツキ



2014年	
3月期	2015年	
3月期	2016年	
3月期	2017年	
3月期	2018年	
3月期	2019年	
3月期3Q	8084.3188461100035	8375.6776849462367	8821.9075525010794	9153.5900605864608	9517.8017006252685	9290.3339522773695	

IFRS16

				大きな変更点は、これまでのファイナンス・リースとオペレーティング・リースという分類がなくなり、あらゆるリースが資産計上されることだ。その結果、莫大な金額のリースが企業会計上に表面化することとなる。さらに、損益計算書上では、ほとんどのオペレーティング・リースの初期の影響が大きくなる。つまり、リースの初期費用が上がる。



				2019年の新基準適用以降、上場企業は2017年と18年の財務諸表にさかのぼって新基準適用を求められることとなる。非上場企業に関しても、同様に2018年と19年にさかのぼって適用となる。

				BS												ＰＬ

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				資産 シサン		○						○●				売上 ウリアゲ

				負債 フサイ		○						○●				販管費 ハ				●

																ＥＢＩＴＤＡ

				簿外 ボガイ				●								減価償却 ゲンカ ショウキャク		○						○●

																営業利益 エイギョウ リエキ

																財務費用 ザイム ヒヨウ		○						○●

																税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ





Sheet2

																								（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS（2019/4/1）※												ＰＬ(2019/4/1～2020/3/31)※

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								84,530				売上 ウリアゲ

				リース資産 シサン		5,658										販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン				15,443

				リース負債 フサイ		3,536						82,407				ＥＢＩＴＤＡ

																減価償却 ゲンカ ショウキャク		○						14,584

				簿外 ボガイ				●								営業利益 エイギョウ リエキ

																財務費用 ザイム ヒヨウ		○						498

																税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ



				BS（新規計上額）※ シンキ ケイジョウ ガク

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								78,872

				リース資産 シサン		○

				リース負債 フサイ		○						78,872



				簿外 ボガイ				●

				※IFRS16影響額に関しましては、将来期間の為替レートが不明、減損が未確定、社宅データが最新のものではないなど、

				数値の変動要素はありますので、その点はご留意ください。
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																								（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS（2019/4/1）												ＰＬ(2019/4/1～2020/3/31)

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								84,530				売上 ウリアゲ

				リース資産 シサン		5,658										販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン				15,443

				リース負債 フサイ		3,536						82,407				ＥＢＩＴＤＡ

																減価償却 ゲンカ ショウキャク								14,584

				BS（新規計上額） シンキ ケイジョウ ガク												営業利益 エイギョウ リエキ

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン				財務費用 ザイム ヒヨウ								498

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース				税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ

				使用権資産 シヨウケン シサン								78,872

				リース資産 シサン

				リース負債 フサイ								78,872

				※IFRS16影響額に関しましては、将来期間の為替レートが不明、減損が未確定、社宅データが最新のものではないなど、

				数値の変動要素はありますので、その点はご留意ください。





Sheet6

																				（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS期首影響額 キシュ エイキョウガク										ＰＬ影響額(2019/4/1～2019/6/30) エイキョウガク

						旧会計基準(2019/3/31現在) キュウ カイケイ キジュン ゲンザイ		新基準により
追加的に認識(2019/4/1現在) シン キジュン ツイカテキ ニンシキ ゲンザイ		合計 ゴウケイ						旧会計基準 キュウ		IFRS16
影響額 エイキョウガク		新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース

				使用権資産 シヨウケン シサン				78,094		78,094				売上 ウリアゲ		39,212		0		39,212

				有形リース資産(期末帳簿価額) ユウケイ シサン キマツ チョウボ カガク		2,364				2,364				販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン		4,555		-3,735		819

				リース負債 フサイ		3,536		79,928		83,464				ＥＢＩＴＤＡ		3,653		3,624		7,277

				利益剰余金の減少(税効果会計等考慮後) リエキ ジョウヨキン ゲンショウ ゼイ コウカ カイケイ トウ コウリョ ゴ				880		880				減価償却 ゲンカ ショウキャク		1,126		3,624		4,751

														営業利益 エイギョウ リエキ		1,940		111		2,051

														金融費用 キンユウ ヒヨウ		345		124		469

														税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ		1,382		-13		1,369
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3月 ネン ガツ		2021年
3月 ネン ガツ		2022年
3月 ネン ガツ								2026年
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3月 ネン ガツ		2020年
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3月 ネン ガツ
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Sheet7

				現状 ゲンジョウ												修正案 シュウセイ アン

						店舗数 テンポ スウ		売上（億円） ウリアゲ オク エン		売上（億円）
/店 ウリアゲ オク エン テン		月商（万円）
/店 ゲツ ショウ マン エン テン						店舗数 テンポ スウ		売上（億円） ウリアゲ オク エン		売上（億円）
/店 ウリアゲ オク エン テン		月商（万円）
/店 ゲツ ショウ マン エン テン

				北米 ホクベイ		1,000		1,000		1.0		833				北米 ホクベイ		1,000		1,000		1.0		833

				中南米 チュウナンベイ		200		100		0.5		417				中南米 チュウナンベイ		200		150		0.8		625

				欧州(+中東） オウシュウ チュウトウ		500		50		0.1		83		⇒		欧州(+中東） オウシュウ チュウトウ		500		350		0.7		583

				アジア		2,300		1,350		0.6		489				アジア		2,000		1,250		0.6		521

				日本 ニホン		2,000		2,500		1.3		1,042				日本 ニホン		2,000		2,000		1.0		833

																　TDJ以外 イガイ		300		250		0.8		694

						6,000		5,000		0.8		694						6,000		5,000		0.8		694
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出店計画

27

国内：収益の見込める業態・立地に集中して出店
海外：不採算店舗の閉鎖等がほぼ一巡 収益を重視しつつ出店を継続

76 23 1,156 5,376 1,103
丸亀製麺 32 5 844 2,240 817
とん一 3 2 54 97 53
カフェ 10 0 39 1,500 29
晩杯屋 3 4 48 70 49
ずんどう屋 3 0 48 191 45
その他 25 12 123 1,278 110

海外 145 46 674 1,940 575
連結子会社 69 22 219 1,850 172
持分法適用会社 52 17 242 90 207
純粋ＦＣ 24 7 213 0 196

221 69 1,830 7,316 1,678

投資額
（概算　百万円）

国内

合 計

2019年
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出店 退店
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				連結PL (IFRS) レンケツ

						第2四半期 ダイ シハンキ						計画 ケイカク								前年同期 マエ ネン ドウキ キ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネンヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		80,017		100.0%		111.2%		77,748		100.0%		102.9%				71,981		100.0%

				事業利益 ジギョウ リエキ		5,840		7.3%		132.9%		3,651		4.7%		160.0%				4,393		6.1%

				EBITDA		15,499		19.4%		231.2%		13,793		17.7%		112.4%				6,705		9.3%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		15,560		19.4%		226.4%		14,093		18.1%		110.4%				6,872		9.5%

				営業利益 エイギョウ リエキ		5,084		6.4%		123.3%		3,359		4.3%		151.4%				4,122		5.7%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		4,100		5.1%		99.3%		3,073		4.0%		133.4%				4,128		5.7%

				四半期利益 シハンキ リエキ		2,601		3.3%		89.0%		2,009		2.6%		129.5%				2,923		4.1%				←値張り注意 アタイ バ チュウイ

				親会社の所有者に帰属する四半期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク シハンキ キ リエキ		2,569		3.2%		87.1%		1,948		2.5%		131.9%				2,948		4.1%



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		108.5%		47,039		100.0%		104.6%				45,346		100.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%				←　自動リンク ジドウ







				Consolidated PL (IFRS)																												Planned（計画した・された）　

						2Q FY 2019 						2Q FY 2019 (forecast) 								Previous period												一語だけでは違和感がありますがいかがでしょうか

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 				Amount		% to Revenue

				Revenue		80,017		100.0%		111.2%		77,748		100.0%		102.9%				71,981		100.0%										上期計画　H1 2018 (forecast) 

				Contribution margin		5,840		7.3%		132.9%		3,651		5%		160.0%				4,393		6.1%

				EBITDA		15,499		19.4%		231.2%		13,793		18%		112.4%				6,705		9.3%

				Adjusted EBITDA		15,560		19.4%		226.4%		14,093		18.1%		110.4%				6,872		9.5%										売上費　% to Sales 

				Operating profit		5,084		6.4%		123.3%		3,359		4.3%		151.4%				4,122		5.7%

				Profit before tax		4,100		5.1%		99.3%		3,073		4.0%		133.4%				4,128		5.7%										計画比 % to Plan 

				Profit for the year		2,601		3.3%		89.0%		2,009		2.6%		129.5%				2,923		4.1%

				Profit for the year attributable to owners of the parents		2,569		3.2%		87.1%		1,948		2.5%		131.9%				2,948		4.1%										前年比 YoY



				Marugameseimen segment																												英語では、表記の統一が重要になります。

				Revenue		49,183		100%		108.5%		47,039		100%		104.6%				45,346		100%										Pnanned(FY2018 2Q)

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%										 (2Q 2018) と期が前に来ます。

				Overseas segment																												カッコの前後には半角スペースが必要です。

				Revenue		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%





















4Q1



				連結PL (IFRS) レンケツ

						当期 トウキ										計画 ケイカク								前期 ゼンキ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		進捗率 シンチョク リツ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネンヒ				※値張りがあるので、計算式をチェック アタイ バ ケイサン シキ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		116,504		100.0%		49,660		100.0%		114.5%		112,233		100.0%		103.8%				101,779		100.0%		114.5%

				EBITDA		11,745		10.1%		-		-		-		-		-		-				12,167		12.0%		96.5%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		12,362		10.6%		-		-		96%		14,057		12.5%		87.9%				12,934		12.7%		95.6%

				営業利益 エイギョウ リエキ		7,635		6.6%		4,490		9.0%		88.6%		8,851		7.9%		86.3%				8,619		8.5%		88.6%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		7,175		6.2%		4,380		8.8%		84.8%		8,993		8.0%		79.8%				8,466		8.3%		84.8%

				当期利益 トウキ リエキ		4,663		4.0%		2,800		5.6%		83.5%		5,968		5.3%		78.1%				5,585		5.5%		83.5%				78.1%		※値張り アタイ バ

				親会社の所有者に帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウ キ リエキ		4,665		4.0%		2,810		5.7%		82.8%		5,970		5.3%		78.1%				5,631		5.5%		82.8%				78.1%		※値張り アタイ バ



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		49,660		100.0%		57.5%		89,306		100.0%		55.1%				85,598		100.0%		57.5%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		7,832		6.7%		-		-		-		14,913		-		-				13,674		13.4%		57.3%				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		49,660		100.0%		287.0%		6,876		100.0%		243.2%				5,826		100.0%		287.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		2,352		2.0%		-		-		-		366		-		-				363		0.4%		647.9%				←　自動リンク ジドウ

										　







				Consolidated PL (IFRS)

						FY 2017										FY 2017 Plan								Previous period

						Amount		Ratio to
Revenue		Planned		Ratio to
Revenue		Ratio to
Plannede		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Planned				Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		116,504		100.0%		49,660		100.0%		114.5%		112,233		100.0%		103.8%		0		101,779		100.0%		114.5%

				EBITDA		11,745		10.1%		-		-		-		-		-		-		0		12,167		12.0%		96.5%

				Adjusted EBITDA		12,362		10.6%		-		-		96%		14,057		12.5%		87.9%		0		12,934		12.7%		95.6%

				Operating profit		7,635		6.6%		4,490		9.0%		88.6%		8,851		7.9%		86.3%		0		8,619		8.5%		88.6%

				Profit before tax		7,175		6.2%		4,380		8.8%		84.8%		8,993		8.0%		79.8%		0		8,466		8.3%		84.8%

				Profit for the year		4,663		4.0%		2,800		5.6%		83.5%		5,968		5.3%		78.1%		0		5,585		5.5%		83.5%

				Profit for the year attributable to owners of the parents		4,665		4.0%		2,810		5.7%		82.8%		5,970		5.3%		78.1%		0		5,631		5.5%		82.8%

				Marugameseimen segment

				Revenue		49,183		100.0%		49,660		100.0%		57.5%		89,306		100.0%		55.1%		0		85,598		100.0%		57.5%

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		6.7%		-		-		-		14,913		-		-		0		13,674		13.4%		57.3%

				Overseas segment

				Revenue		16,720		100.0%		49,660		100.0%		287.0%		6,876		100.0%		243.2%		0		5,826		100.0%		287.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		2,352		2.0%		-		-		-		366		-		-		0		363		0.4%		647.9%





4Q



				連結PL (IFRS) レンケツ

						当期 トウキ						計画 ケイカク								前期 マエ ドウキ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		145,022		100.0%		124.5%		144,673		100.0%		100.2%				116,504		100.0%		124.5%

				EBITDA		8,671		6.0%		73.8%		-		-		-				11,745		10.1%		73.8%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		12,402		8.6%		100.3%		-		-		-				12,362		10.6%		100.3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		2,302		1.6%		30.2%		4,710		3.3%		48.9%				7,635		6.6%		30.2%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		1,337		0.9%		18.6%		4,219		2.9%		31.7%				7,175		6.2%		18.6%

				当期利益 トウキ リエキ		221		0.2%		4.7%		3,017		2.1%		7.3%				4,663		4.0%		4.7%				←値張り注意 アタイ バ チュウイ

				親会社の所有者に帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウ キ リエキ		267		0.2%		5.7%		3,105		2.1%		8.6%				4,665		4.0%		5.7%



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		108.5%		47,039		100.0%		104.6%				45,346		100.0%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%		0.0%				←　自動リンク ジドウ







				Consolidated PL (IFRS)																														Planned（計画した・された）　

						FY 2019 						Full -year forecast								FY 2018														一語だけでは違和感がありますがいかがでしょうか

						Millions of yen		Ratio to revenue		YoY change		Millions of yen		Ratio to revenue		Ratio to budget				Millions of yen		Ratio to revenue		YoY change

				Revenue		145,022		100.0%		124.5%		144,673		100.0%		100.2%				116,504		100.0%		124.5%										上期計画　H1 2018 (forecast) 

				EBITDA		8,671		6.0%		73.8%		-		-		-				11,745		10.1%		73.8%

				Adjusted EBITDA		12,402		8.6%		100.3%		-		-		-				12,362		10.6%		100.3%										売上費　% to Sales 

				Operating profit		2,302		1.6%		30.2%		4,710		3.3%		48.9%				7,635		6.6%		30.2%

				Profit before tax		1,337		0.9%		18.6%		4,219		2.9%		31.7%				7,175		6.2%		18.6%										計画比 % to Plan 

				Profit for the year		221		0.2%		4.7%		3,017		2.1%		7.3%				4,663		4.0%		4.7%

				Profit for the year attributable to owners of the parents		267		0.2%		5.7%		3,105		2.1%		8.6%				4,665		4.0%		5.7%										前年比 YoY



				Marugameseimen segment																														英語では、表記の統一が重要になります。

				Revenue		49,183		100%		108.5%		47,039		100%		104.6%				45,346		100%		0.0%										Pnanned(FY2018 2Q)

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%		0.0%										 (2Q 2018) と期が前に来ます。

				Overseas segment																														カッコの前後には半角スペースが必要です。

				Revenue		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%		0.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%		0.0%





















丸亀PL



				※項目　丸亀製麺を更新すれば他のセグメントもリンク コウモク マ コウシン タ																																																				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期 ダイ シハンキ						計画 ケイカク										前年同期 ゼンネン ドウキ																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキ ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキ ヒ																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		108.5%		47,039		100.0%		104.6%		104.6%				45,346		100.0%		108.5%																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%		117.8%				6,595		14.5%		118.8%		1,237																												税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Marugameseimen segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		49,183		100%		108.5%		47,039		100%		104.6%		104.6%				45,346		100%		108.5%										19,324		-		254.5%

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%		117.8%				6,595		14.5%		118.8%										14,576		75.4%		53.7%























とん一PL



																																																								その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				豚屋とん一セグメントPL  ブタ ヤ イチ																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期						計画										前年同期																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		1,827		100.0%		95.5%		1,940		100.0%		94.2%		94.2%				1,914		100.0%		95.5%																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ		55		3.0%		-		29		1.5%		188.2%		-				△ 12		-		-458.3%		67																												税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Butaya tonichi segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		1,827		100.0%		95.5%		1,940		100.0%		94.2%		94.2%				1,914		100.0%		95.5%										19,324		-		9.5%

				Operating profit of Butaya tonichi segment		55		3.0%		-		29		1.5%		2		-				△ 12		-		-458.3%										14,576		75.4%		0.4%























カフェPL



																																																								その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				カフェセグメントPL 																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期						計画										前年同期																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		2,595		100.0%		149.0%		2,278		100.0%		113.9%		113.9%				1,742		100.0%		149.0%																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ		116		4.5%		168.1%		94		4.1%		123.4%		-				69		4.0%		168.1%																														税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Butaya tonichi segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		2,595		100.0%		149.0%		2,278		100.0%		113.9%		113.9%				1,742		100.0%		149.0%										19,324		-		13.4%

				Operating profit of Butaya tonichi segment		116		4.5%		168.1%		94		4.1%		1		-				69		4.0%		168.1%										14,576		75.4%		0.8%























海外ＰＬ

				海外事業セグメントＰＬ カイガイ ジギョウ

						第2四半期						計画										前年同期

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%		102.0%				14,906		100.0%		112.2%

				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%		124.5%				1,695		11.4%		138.8%		657







				Overseas segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%		102.0%				14,906		100.0%		112.2%

				Operating profit of Overseas segment		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%		124.5%				1,695		11.4%		138.8%

















店舗数



								2019年
3月末 ネン ガツ マツ		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								出店		退店		2019年
9月末 ネン ガツ マツ

										1Q		2Q		3Q		4Q

				国内 コクナイ				1,103		7		0		-2		-4		36		16		1,123

						内、丸亀製麺 ウチ		817		7				-2		-4		11		4		824

				海外 カイガイ				575		-1				1		1		61		34		602

				合 計 ゴウ ケイ				1,678		6		0		-1		-3		97		50		1,725





								2019
Mar		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								Open		Close		2019
June

										1Q		2Q		3Q		4Q

				Domestic				1,103		7		0		(2)		(4)		36		16		1,123

						Marugame Seimen		817		7		0		(2)		(4)		11		4		824

				Overseas				575		(1)		0		1		1		61		34		602

				Total				1,678		6		0		(1)		(3)		97		50		1,725



















国内店舗数

				国内 コクナイ

				運営業態 ウンエイ ギョウタイ						2019年
3月末 ネン ガツ マツ		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								累計 ルイケイ				2019年
9月末 ネン ガツ マツ

												1Q		2Q		3Q		4Q		出店 シュッテン		退店 タイ テン

				丸亀製麺（うどん） マルガメ セイメン						817		5		1		2		-3		11		4		824

						RS				637		7				-2		-4		5		3		639

						SC				180		-2		1		4		1		6		1		185

				とりどーる（焼き鳥） ヤ トリ						15		-1		-1						0		2		13

				豚屋とん一等（豚カツ・トンテキ） ブタ ヤ イチ トウ トン						53										1		0		54

				丸醤屋（ラーメン） マル ジャン ヤ						11								-1		0		1		10

				長田本庄軒（焼きそば） ナ ヤ						10										2		0		12

				コナズ珈琲等（カフェ） コーヒー トウ						29										4		0		33

				天ぷらまきの（天ぷら定食） テン テン テイショク						11										5		0		16

				晩杯屋（立ち飲み） ※1 バン ハイ ヤ タ ノ						49										0		4		45

				ずんどう屋（ラーメン） ヤ						45										3		0		48

				その他 タ						63		-1				1		1		10		5		68				出店 シュッテン		ヤマキ 7、鳥八代 １、いぶき １、福はうち １ トリ ハチダイ フク

				合 計 ゴウ ケイ						1,103		3		0		3		-3		36		16		1,123				退店 タイテン		Collective 2、麺屋どおり １、ヤマキ ２、 メン ヤ









				Domestic

				Brands						Mar
2019		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								During period				Sep
2019								Roadside locations "roadside"は一語です。

												1Q		2Q		3Q		4Q		Open		Close

				Marugame Seimen (Udon)						817		5		1		2		-3		11		4		824								Mall locations/Shopping center locaitons

						Roadside locations				637		7		0		-2		-4		5		3		639

						Shopping center locaitons				180		-2		1		4		1		6		1		185								ショッピングセンターは固有名詞ではないので

				Toridoll (Yakitori)						15		-1		-1		0		0		0		2		13								最初だけ大文字です。

				Butaya Tonichi （Tonkatsu,tonteki）						53		0		0		0		0		1		0		54								とんいちの表記の揺らぎを統一する必要があります

				Marushoya (Ramen)						11		0		0		0		-1		0		1		10

				Nagatahonjoken (Yakisoba)						10		0		0		0		0		2		0		12

				Kona's CoffeeRoasted（Cafe）						29		0		0		0		0		4		0		33

				Makino（Tenpura）						11		0		0		0		0		5		0		16

				Banpaiya (Standing Bar)						49		0		0		0		0		0		4		45

				Zundoya (Ramen)						45		0		0		0		0		3		0		48

				Others						63		-1		0		1		1		10		5		68

				Total						1,103		3		0		3		-3		36		16		1,123























海外店舗数

						海外 カイガイ

						業態 ギョウタイ		運営形態 ウンエイ ケイタイ		持分
比率 モチブン ヒリツ		エリア		直営 チョクエイ								FC								総合計 ソウ ゴウケイ

														2019年 ネン		通期累計 ツウキ ルイ ケイ				2019年 ネン		2019年 ネン		通期累計 ツウキ ルイ ケイ				2019年 ネン

														3月末 ガツ マツ		出店 シュッテン		退店 シリゾ ミセ		9月末 ガツ マツ		3月末 ガツ マツ		出店 シュッテン		退店 シリゾ ミセ		9月末 ガツ マツ

						丸亀製麺 マルガメ セイメン		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		6		2		0		8		0		0		0		0		8

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		韓国 カンコク		6		0		-1		5		4		0		0		4		9

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		90%		台湾 タイワン		30		1		0		31		0		0		0		0		31

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		65%		カンボジア		2		0		-1		1		0		2		0		2		3

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		タイ		19		0		0		19		0		0		0		0		19

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		37%		中国 チュウゴク		76		9		-10		75		5		0		0		5		80		(丸亀製麺等） マルガメ セイメン トウ

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		33%		シンガポール		3		0		0		3		0		0		0		0		3

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		インドネシア		0		0		0		0		51		7		-1		57		57

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		ベトナム		0		0		0		0		10		0		0		10		10

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		オーストラリア		0		0		0		0		2		2		0		4		4

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		フィリピン		0		0		0		0		4		3		0		7		7

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		ロシア		0		0		0		0		6		1		0		7		7		⇒　次回より「ロイヤリティ収入」に変更 ジカイ シュウニュウ ヘンコウ

						譚仔雲南米線		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		中国(香港） チュウゴク ホンコン		53		2		0		55		0		0		0		0		55

						譚仔三哥米線		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		中国(香港） チュウゴク		54		4		0		58		0		0		0		0		58

						MONSTER CURRY		連結子会社 レンケツ コガイシャ		70%		シンガポール		13		0		0		13		0		0		0		0		13

						Wok to Walk		連結子会社 レンケツ コガイシャ		60%		欧州等 オウシュウ トウ		2		0		-2		0		101		11		-6		106		106		←将来的にはエリア別記載とChill Chillの分離を検討 ショウライテキ ベツ キサイ ブンリ ケントウ

						Boat Noodle等 トウ		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		49%		マレーシア等 トウ		65		3		-10		58		6		3		0		9		67		←ＦＣ：インドネシア、ブルネイ、シンガポール

						Boat Noodle		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		ミャンマー		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Shoryu（昇龍） ショウリュウ		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		39%		イギリス		11		0		0		11		0		0		0		0		11

						Poke		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		アメリカ等 トウ		32		0		-1		31		7		11		0		18		49

						とん一 イチ		連結子会社 レンケツ コガイシャ		90%		台湾 タイワン		4		0		-2		2		0		0		0		0		2

						Tokyo Table		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		1		0		0		1		0		0		0		0		1		←Saly Papa含む フク

						Crackin' Kitchen等 トウ		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						合　計 ア ケイ								379		21		-27		373		196		40		-7		229		602



						Overseas

						Brands		Units		Shareholding ratio		Area		 Own stores								FC								Total										3Q FY2017

														2019		FY2019				2019		2019		FY2019				2019												Open　Openings

														Mar		Openings		Closures		Sep		Mar		Openings		Closures		Sep												Close　Closures

						Marugame Seimen		Subsidiaries		100%		USA		6		2		0		8		0		0		0		0		8										Direct operation → Own stores

								Subsidiaries		100%		Korea		6		0		-1		5		4		0		0		4		9										Investment ratio → Shareholding ratio

								Subsidiaries		90%		Taiwan		30		1		0		31		0		0		0		0		31										Operation form → Units

								Subsidiaries		65%		Cambodia		2		0		-1		1		0		2		0		2		3										JVs → Joint ventures

								JVs		40%		Thailand		19		0		0		19		0		0		0		0		19

								JVs		37%		China		76		9		-10		75		5		0		0		5		80		(丸亀製麺等） マルガメ セイメン トウ								Zundouya は海外では　Zund　でしょうか

								JVs		33%		Singapore		3		0		0		3		0		0		0		0		3										また雲南ヌードルの社名も英語にしてください

								FCs		-		Indonesia		0		0		0		0		51		7		-1		57		57										Tam Jai Yunnan Mixian  

								FCs		-		Vietnam		0		0		0		0		10		0		0		10		10										Tam Jai Sam Gor Mixian

								FCs		-		Australia		0		0		0		0		2		2		0		4		4

								FCs		-		Philippines		0		0		0		0		4		3		0		7		7

								FCs		-		Russia		0		0		0		0		6		1		0		7		7										FCS → Franchise stores

						Tam Jai Yunnan Mixian  		Subsidiaries		100%		China		53		2		0		55		0		0		0		0		55

						Tam Jai Sam Gor Mixian		Subsidiaries		100%		China		54		4		0		58		0		0		0		0		58

						MONSTER CURRY		Subsidiaries		70%		Singapore		13		0		0		13		0		0		0		0		13

						Wok to Walk		Subsidiaries		60%		Europe, etc		2		0		-2		0		101		11		-6		106		106

						Boat Noodle, etc		JVs		49%		Malaysia, etc		65		3		-10		58		6		3		0		9		67		←将来的にはエリア別記載とChill Chillの分離を検討 ショウライテキ ベツ キサイ ブンリ ケントウ

						Boat Noodle		JVs		40%		Myanmar		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Shoryu		JVs		39%		UK		11		0		0		11		0		0		0		0		11

						Poke		JVs				USA, etc		32		0		-1		31		7		11		0		18		49

						Ton-ichi		Subsidiaries		90%		Taiwan		4		0		-2		2		0		0		0		0		2

						Tokyo Table		Subsidiaries		100%		USA		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Crackin' Kitchen		Subsidiaries		100%		USA		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Total								379		21		-27		373		196		40		-7		229		602







販管費

						↓　値張り アタイ バ																				Dec
2016		Increase of COGS ratio		Increase of labor cost ratio		Decrease of utitily cost ratio		Increase of Advertising cost ratio		Decrease of other cost ratio		Dec
2017						Outsourced expenses cost ratio

				IFRS																				A		0.0%		6.1%		5.2%		5.2%		5.37%		5.373%		0.0%						4.68%

						当期 トウ キ		前期 ゼン キ		当期 トウ キ		前期 ゼン キ												B		6.6%		0.5%		1.0%		0.3%		0.1%		0.1%		5.5%						0.7%

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		84,611,870,484		76,410,732,534		100.0%		100.0%								6.63%								7.1%		6.2%		5.5%		5.60%		5.47%								6.29%

				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		22,114,638,095		19,597,952,094		26.1%		25.6%		0.49%		0.5%				0.49%																		-0.003%

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		62,497,232,389		56,812,780,440		73.9%		74.4%		-0.49%		-0.5%				0.95%						12.63%												11.38%

				人件費 ジンケンヒ		25,998,829,075		22,750,669,742		30.7%		29.8%		0.95%		1.0%				-0.30%

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		5,600,694,221		5,285,510,882		6.6%		6.9%		-0.30%		-0.3%				0.11%

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		3,008,620,794		2,630,257,849		3.6%		3.4%		0.11%		0.2%				0.30%

				外部委託費 ガイブ イタク ヒ		1,204,491,635		556,939,561		1.4%		0.7%		0.69%		0.9%

				減価償却 ゲンカ ショウキャク		2,822,536,290		2,630,600,253		3.3%		3.4%		-0.11%		0.1%

				非経常的費用項目 ヒ ケイジョウ テキ ヒヨウ コウモク						0.0%		0.0%		0.00%		0.0%

				その他経費 タ ケイヒ		20,280,276,639		18,621,209,302		24.0%		24.4%		-0.40%		-0.4%

				販管費合計 ハンカンヒ ゴウケイ		56,092,912,364		49,844,587,336		66.3%		65.2%		1.06%		1.1%

				減損損失 ゲンソン ソンシツ		197,019,359		174,192,361		0.2%		0.2%		0.00%		0.0%

				その他の営業収益		209,974,802		373,096,998		0.2%		0.5%		-0.24%		-0.2%

				その他の営業費用		290,358,876		182,532,680		0.3%		0.2%		0.10%		0.1%

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,126,916,592		6,984,565,061		7.2%		9.1%		-1.90%		-1.9%

				金融収益		214,537,303		158,888,535		0.3%		0.2%		0.05%		0.0%

				金融費用		204,615,613		209,755,449		0.2%		0.3%		-0.03%		-0.0%

				持分法による投資損益		(45,923,735)		32,780,539		-0.1%		0.0%		-0.10%		-0.1%

				税引前利益-IFRS		6,090,914,547		6,966,478,686		7.2%		9.1%		-1.92%		-1.9%



				EBITDA		9,029,836,956		9,424,600,996		10.7%		12.3%		-1.66%		-1.7%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		9,625,721,108		9,650,528,423		11.4%		12.6%		-1.25%		0.1%





				※アウトラインの資料は＋－がややこしいので、アウトラインと違う資料をもらうこと！ シリョウ チガ シリョウ



						当期 トウ キ				前期 ゼン キ

				売上収益-IFRS		84,611,870,484				76,410,732,534

				売上原価-IFRS		22,114,638,095		26.1%		19,597,952,094		25.6%		0.5%

				売上総利益-IFRS		62,497,232,389		73.9%		56,812,780,440		74.4%		-0.5%

				役員報酬		108,250,002		0.1%		96,300,000		0.1%		0.0%

				従業員給与手当		4,251,910,385		5.0%		3,264,218,911		4.3%		0.8%

				従業員賞与		294,363,696		0.3%		347,556,450		0.5%		-0.1%

				従業員賞与引当金繰入額		263,711,252		0.3%		178,669,616		0.2%		0.1%

				アルバイト料		18,107,580,347		21.4%		16,321,483,339		21.4%		0.0%

				法定福利費		1,892,859,523		2.2%		1,521,885,102		2.0%		0.2%

				厚生費		273,222,179		0.3%		236,219,611		0.3%		0.0%

				退職給付費用		149,941,697		0.2%		133,743,809		0.2%		0.0%

				研修費		91,559,816		0.1%		53,362,661		0.1%		0.0%

				株式報酬費用		54,682,240		0.1%		61,835,720		0.1%		-0.0%

						25,998,829,075		30.7%		22,750,669,742		29.8%		1.0%

				減価償却費(販管)		2,822,536,290		3.3%		2,630,600,253		3.4%		-0.11%

				地代家賃		8,669,876,965		10.2%		7,984,604,610		10.4%		-0.20%

				電気料金		3,114,409,866		3.7%		2,811,307,132		3.7%		0.00%

				ガス料金		604,463,439		0.7%		521,485,071		0.7%		0.03%

				水道料金		1,861,837,616		2.2%		1,932,147,803		2.5%		-0.3%

						5,600,694,221		6.6%		5,285,510,882		6.9%		-0.3%

				備品消耗品費		1,536,121,739		1.8%		1,423,941,890		1.9%		-0.0%

				厨房備品食器費		616,137,407		0.7%		622,442,100		0.8%		-0.1%

				炭代		19,983,300		0.0%		20,570,876		0.0%		-0.0%

				被服費		310,825,129		0.4%		273,273,775		0.4%		0.0%

				開店時経費		250,779,337		0.3%		163,398,764		0.2%		0.1%

				定期メンテナンス費		476,580,650		0.6%		390,988,628		0.5%		0.1%

				保守点検料		2,054,919		0.0%		354,650		0.0%		0.0%

				警備料		595,671,384		0.7%		551,618,341		0.7%		-0.0%

				求人広告費		510,747,938		0.6%		535,394,523		0.7%		-0.1%

				支払手数料		657,366,431		0.8%		473,775,940		0.6%		0.2%

				荷造費		1,896		0.0%				0.0%		0.0%

				運搬費		964,386		0.0%				0.0%		0.0%

				リース・賃借料		26,867,764		0.0%		13,271,124		0.0%		0.0%

				外部委託費		1,204,491,635		1.4%		556,939,561		0.7%		0.7%												Dec
2016		Increase of COGS ratio		Increase of labor cost ratio		Decrease of utitily cost ratio		Increase of Advertising cost ratio		Decrease of other cost ratio		Dec
2017

				寄付金		15,017,016		0.0%		6,152,671		0.0%		0.0%												0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.00%		0.000%		0.0%

				衛生管理費		692,339,799		0.8%		609,215,331		0.8%		0.0%

				塵芥料		530,476,058		0.6%		504,529,603		0.7%		-0.0%												H29.3期
3Q キ		売上
原価率
の増加 ウリアゲ ゲンカ リツ ゾウカ		人件費率
の増加 ジンケンヒ リツ ゾウカ		水道
光熱費率
の減少 スイドウ コウネツヒ リツ ゲンショウ		広告宣伝費率
の増加 コウコク センデンヒ リツ ゾウカ		その他
経費率
の増加 タ ケイヒ リツ ゾウカ		H30.3期
3Q キ						外部委託費
の増加 ガイブ イタク ヒ ゾウカ

				お客様対応費		14,658,964		0.0%		13,904,231		0.0%		-0.0%

				商品開発費		48,854,784		0.1%		28,088,380		0.0%		0.0%

				業態開発費		7,795,434		0.0%		9,889,498		0.0%		-0.0%

				広告宣伝費		3,008,620,794		3.6%		2,630,257,849		3.4%		0.1%

				福利厚生費(販管)		1,296,795		0.0%				0.0%		0.0%

				接待交際費		85,773,510		0.1%		94,771,534		0.1%		-0.0%

				会議費		20,621,775		0.0%		13,479,002		0.0%		0.0%																悪化 アッカ		改善 カイゼン

				旅費交通費		641,341,918		0.8%		514,056,094		0.7%		0.1%														12.6%						12.6%

				通信費		406,286,357		0.5%		402,376,664		0.5%		-0.0%												原価 ゲンカ				0.5%				12.1%

				事業税等		4,283,742		0.0%				0.0%		0.0%												人件費 ジンケンヒ				1.0%				11.2%

				租税公課		383,083,463		0.5%		721,992,640		0.9%		-0.5%												水道光熱費 スイドウ コウネツヒ						0.3%		11.5%

				修繕費		1,010,202,596		1.2%		817,273,886		1.1%		0.1%												広告宣伝費 コウコク センデンヒ				0.1%				11.3%

				保険料		141,634,593		0.2%		117,153,401		0.2%		0.0%												外部委託費 ガイブ イタク ヒ				0.7%				10.6%

				貸倒引当金繰入額(販管)				0.0%		0		0.0%		0.0%																				10.6%

				のれん償却額				0.0%		0		0.0%		0.0%

				雑費		315,321,537		0.4%		240,056,292		0.3%		0.1%														11.4%						0.8%

				為替換算誤差		(4,495,999)		-0.0%		0		0.0%		-0.0%

				販売費及び一般管理費-IFRS		56,092,912,364		66.3%		49,844,587,336		65.2%		1.1%

				減損損失(特別)		197,019,359		0.2%		174,192,361		0.2%		0.0%

				減損損失-IFRS		197,019,359		0.2%		174,192,361		0.2%		0.0%

				受取協賛金		28,347,221		0.0%		7,182,014		0.0%		0.0%

				受取給付金				0.0%		18,631,066		0.0%		-0.0%

				受取保険金		8,389,093		0.0%		20,827,797		0.0%		-0.0%

				受取地代家賃		39,790,668		0.0%		29,405,074		0.0%		0.0%

				店舗閉鎖損失引当金戻入益		3,024,900		0.0%		42,842,250		0.1%		-0.1%

				その他の営業外収益		129,591,887		0.2%		103,524,768		0.1%		0.0%

				その他特別利益		831,033		0.0%		150,684,029		0.2%		-0.2%

				負ののれん償却額				0.0%		0		0.0%		0.0%

				その他の営業収益-IFRS		209,974,802		0.2%		373,096,998		0.5%		-0.2%

				固定資産除却損（営業外）		189,939,267		0.2%		63,302,783		0.1%		0.1%

				固定資産売却損(特別)		1,891,623		0.0%		5,436,180		0.0%		-0.0%

				固定資産除却損(特別)		15,054,213		0.0%		1,613,675		0.0%		0.0%

				その他の営業外費用		81,259,435		0.1%		30,858,047		0.0%		0.1%

				その他特別損失		2,214,338		0.0%		81,321,995		0.1%		-0.1%

				その他の営業費用-IFRS		290,358,876		0.3%		182,532,680		0.2%		0.1%

				営業利益-IFRS		6,126,916,592		7.2%		6,984,565,061		9.1%		-1.9%

				受取利息		111,269,374		0.1%		132,166,662		0.2%		-0.0%

				受取配当金		0		0.0%		1,082,988		0.0%		-0.0%

				為替差益		102,406,861		0.1%		25,243,762		0.0%		0.1%

				貸倒引当金戻入額		861,068		0.0%		395,123		0.0%		0.0%

				金融収益-IFRS		214,537,303		0.3%		158,888,535		0.2%		0.0%

				支払手数料（営業外）		176,301		0.0%				0.0%		0.0%

				支払利息及び割引料		204,439,312		0.2%		209,738,516		0.3%		-0.0%

				投資有証評価損(特別)				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替差損		0		0.0%		0		0.0%		0.0%

				貸倒引当金繰入額(営業外)				0.0%		16,933		0.0%		-0.0%

				金融費用-IFRS		204,615,613		0.2%		209,755,449		0.3%		-0.0%

				金融収益・費用純額-IFRS		9,921,690		0.0%		(50,866,914)		-0.1%		0.1%

				持分法による投資利益		0		0.0%		32,780,539		0.0%		-0.0%

				持分法による投資損失		45,923,735		0.1%		0		0.0%		0.1%

				持分法による投資損益-IFRS		(45,923,735)		-0.1%		32,780,539		0.0%		-0.1%

				税引前利益-IFRS		6,090,914,547		7.2%		6,966,478,686		9.1%		-1.9%

				法人税、住民税及び事業税		2,268,587,516		2.7%		2,404,932,387		3.1%		-0.5%

				法人税等調整額		(168,234,397)		-0.2%		(125,953,201)		-0.2%		-0.0%

				法人所得税費用-IFRS		2,100,353,119		2.5%		2,278,979,186		3.0%		-0.5%

				当期利益-IFRS		3,990,561,428		4.7%		4,687,499,500		6.1%		-1.4%

				少数株主損益		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				少数株主損益(控除)		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				当期利益(計)		3,976,600,697		4.7%		4,703,918,074		6.2%		-1.5%

				少数株主損益(加算)		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				少数株主損益調整前当期純利益2		3,990,561,428		4.7%		4,687,499,500		6.1%		-1.4%

				為替換算調整勘定-期首調整				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定-増減		(24,512,511)		-0.0%		(673,794,264)		-0.9%		0.9%

				為替換算調整勘定-組替調整額				0.0%		(8,967,051)		-0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定-換算調整		190,918,936		0.2%		(222,390,934)		-0.3%		0.5%

				為替換算調整勘定-税効果				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定		166,406,425		0.2%		(905,152,249)		-1.2%		1.4%

				在外営業活動体の換算差額-IFRS		166,406,425		0.2%		(905,152,249)		-1.2%		1.4%

				為替換算調整勘定-持分損益		60,941,835		0.1%		(655,780,616)		-0.9%		0.9%

				持分法適用会社に対する持分相当額		60,941,835		0.1%		(655,780,616)		-0.9%		0.9%

				その他の包括利益合計-IFRS		227,348,260		0.3%		(1,560,932,865)		-2.0%		2.3%

				包括利益-IFRS		4,217,909,688		5.0%		3,126,566,635		4.1%		0.9%

				親会社株主に係る包括利益		4,138,526,729		4.9%		3,251,408,331		4.3%		0.6%

				為替換算調整勘定-少持損益		65,422,228		0.1%		(108,423,122)		-0.1%		0.2%

				少数株主に係る包括利益		79,382,959		0.1%		(124,841,696)		-0.2%		0.3%

				資本剰余金期首残高		4,007,005,257		4.7%		3,946,667,082		5.2%		-0.4%

				資本剰余金期首残高計		4,007,005,257		4.7%		3,946,667,082		5.2%		-0.4%

				新株式発行高		0		0.0%				0.0%		0.0%

				ストックオプション行使		46,021,543		0.1%		61,421,483		0.1%		-0.0%

				子会社増加増加高(CS)		0		0.0%		580,547,721		0.8%		-0.8%

				持分増加増加高(CS)				0.0%		(580,547,721)		-0.8%		0.8%

				資本剰余増加(その他)				0.0%		(7,179,474)		-0.0%		0.0%

				資本剰余金増加額計		46,021,543		0.1%		54,242,009		0.1%		-0.0%

				資本剰余金期末残高計		4,053,026,800		4.8%		4,000,909,091		5.2%		-0.4%

				利益剰余金期首残高		25,668,638,036		30.3%		21,218,844,514		27.8%		2.6%

				利益剰余金期首調整額		144,544,938		0.2%		0		0.0%		0.2%

				利益剰余金期首残高計		25,813,182,974		30.5%		21218844514		27.8%		2.7%

				当期利益計		3,976,600,697		4.7%		4,703,918,074		6.2%		-1.5%

				子会社増加増加高(SS)		0		0.0%		-8607819577		-11.3%		11.3%

				子会社減少増加高(SS)		310		0.0%				0.0%		0.0%

				持分増加増加高(SS)				0.0%		8607819577		11.3%		-11.3%

				利益剰余金増加額計		3,976,601,007		4.7%		4703918074		6.2%		-1.5%

				支払配当金(前期分)		0		0.0%		1		0.0%		-0.0%

				支払配当金(期末)		1,127,884,966		1.3%		1039355784		1.4%		-0.0%

				子会社増加減少高(SS)		0		0.0%				0.0%		0.0%

				子会社減少減少高(SS)		3,106,557		0.0%		0		0.0%		0.0%

				持分減少減少高(SS)		0		0.0%		0		0.0%		0.0%

				利益剰余金減少額計		1,130,991,523		1.3%		1039355785		1.4%		-0.0%

				利益剰余金期末残高計		28,658,792,458		33.9%		24883406803		32.6%		1.3%



























































































































































A	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	0	6.1414073879174302E-2	5.1884232756536808E-2	5.18	84232756536808E-2	5.3728542335630798E-2	5.3728542335630798E-2	0	B	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	6.6298074929537765E-2	4.8840010503634623E-3	9.5298411226374946E-3	2.9795907585764281E-3	1.1352811794824377E-3	1E-3	5.4763246846318239E-2	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	1	





丸亀製麺　販管費

				2017.06		原価率 ゲンカ リツ		人件費率 ジンケンヒ		水道光熱費率 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費率 コウコク センデンヒ		その他経費率 タ ケイヒ		2018.06

				丸亀製麺 マ

				June
2017		COGS ratio		labor cost ratio		utitily cost ratio		Advertising cost ratio		other cost ratio		June
2018

						15.80%		15.10%		15.00%		15.00%		15.20%

				16.10%		0.30%		0.70%		0.10%		0.70%		0.50%		15.20%



				June
2017		COGS ratio		labor cost ratio		utitily cost ratio		Advertising cost ratio		other cost ratio		June
2018

						2.800%		2.100%		2.000%		2.000%		2.200%

				3.100%		0.30%		0.70%		0.10%		0.70%		0.50%		2.200%





				連結 レンケツ

				H29.03		原価 ゲンカ		人件費 ジンケンヒ		水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費 コウコク センデンヒ		その他経費 タ ケイヒ		H30.03

						24.80%		24.80%		25.50%

				26.50%		1.70%		0.70%		0.40%		0.00%		0.30%		24.20%



				H29.03		原価 ゲンカ		人件費 ジンケンヒ		水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費 コウコク センデンヒ		その他経費 タ ケイヒ		H30.03

						-0.200%		-0.200%		0.500%

				1.500%		1.70%		0.70%		0.40%						-0.800%

				Mar
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0	150	250	100	150	100	50	200	100	June	
2017	COGS ratio	labor cost ratio	utitily cost ratio	Advertising cost ratio	other cost ratio	June	
2018	2.7999999999999997E-2	2.0999999999999991E-2	1.999999999999999E-2	1.999999999999999E-2	2.1999999999999992E-2	June	
2017	COGS ratio	labor cost ratio	utitily cost ratio	Advertising cost ratio	other cost ratio	June	
2018	3.1E-2	3.0000000000000001E-3	7.0000000000000001E-3	1E-3	7.0000000000000001E-3	5.0000000000000001E-3	2.1999999999999992E-2	

海外概況

				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				アジア		台湾		出店拡大中		商品・マーケティング施策の強化により、直近では既存店前年比で前年を上回る月もある。経営体制を再整備し、更なる事業拡大に必要な体制を構築中。豚カツ業態も4店舗運営。 ショウヒン シサク キョウカ チョッキン キゾン テン ゼンネン ゼンネン ウワマワ ツキ ケイエイ タイセイ サイセイビ サラ ジギョウ カクダイ ヒツヨウ タイセイ コウチク ナカ		3,200百万 / 390百万  ヒャク マン ヒャクマン

						韓国		収益改善中		2018年に大幅な不採算店舗を閉店したことにより収益基盤が強化。今後は既存店の収益性の強化を図り、全社黒字を目指す。 ネン オオハバ フサイサン テンポ ヘイテン シュウエキ キバン キョウカ コンゴ キゾン テン シュウエキセイ キョウカ ハカ ゼンシャ クロジ メザ		550百万 / 5百万  ヒャク マン ヒャクマン						韓国				2018年に大幅な不採算店舗を閉店したことにより収益基盤が強化。2019年は既存店の収益性の強化を行い、全社黒字を目指す。 ネン オオハバ フサイサン テンポ ヘイテン シュウエキ キバン キョウカ ネン キゾン テン シュウエキセイ キョウカ オコナ ゼンシャ クロジ メザ

						中国		出店拡大中		北京、上海、香港などの大都市での展開に力点をおいて展開中。試験的に地方都市にも出店していたが、日本食に対して市場が未成熟であったこともあり苦戦。不採算店舗は閉鎖し、今後は十分な市場のある大都市にフォーカスする。 ペキン シャンハイ ホンコン ダイトシ テンカイ リキテン テンカイチュウ シケンテキ チホウ トシ シュッテン ニホンショク タイ シジョウ ミセイジュク クセン フサイサン テンポ ヘイサ コンゴ ジュウブン シジョウ ダイトシ								中国				北京、上海、香港などの大都市での展開に力点をおいて展開中。試験的に地方都市にも出店をしていたが、日本食に対して市場が未成熟であったこともあり、不採算店舗は閉鎖し、今後は十分な市場のある大都市にフォーカスする。 ペキン シャンハイ ホンコン ダイトシ テンカイ リキテン テンカイチュウ シケンテキ チホウ トシ シュッテン ニホンショク タイ シジョウ ミセイジュク フサイサン テンポ ヘイサ コンゴ ジュウブン シジョウ ダイトシ

						香港（雲南） ホンコン ウンナン				現在「譚仔雲南米線」「譚仔三哥米線」を計105店舗(12月末現在)を展開。香港で雲南ヌードル業態のシェアは7割と圧倒的なブランド力を誇る。
2社を統合管理するCEO、CFOをはじめ、マネジメント層を採用し 　グループ会社としてのガバナンス強化および更なる成長を実現する 　ための経営強化を図っている 。
現在はトリドールHDと協力しながらさらなるブランド強化のための施策やノウハウの伝承を実施中。将来的には、香港国内において150～160店舗体制を目指す。 ガツマツ リョク シサク デンショウ ジッシ チュウ タイセイ		3390百万 / 560百万  ヒャク マン ヒャクマン										2社を統合管理するCEO、CFOをはじめ、マネジメント層を採用し 　グループ会社としてのガバナンス強化および更なる成長を実現する 　ための経営強化を図っている 

				東南アジア トウナン		タイ 		収益改善中		店舗段階のEBITDAが平均で15%前後、25％前後の店舗が多数あり比較的堅調に推移している。不採算店舗の整理や本部費の合理化を図り、収益強化を図っている。								タイ 				店舗段階のEBITDAが平均で15%前後、25％前後の店舗が多数あり比較的堅調に推移している。不採算店舗の整理や本部費の合理化を図り、収益強化を図っている。 テンポ ダンカイ ヘイキン ゼンゴ ゼンゴ テンポ タスウ ヒカクテキ ケンチョウ スイイ フサイサン テンポ セイリ ホンブ ヒ ゴウリカ ハカ シュウエキ キョウカ ハカ

						インドネシア		出店拡大中		ジャカルタにおける主要モールを中心に丸亀製麺を展開すると共に、更なる拡大を狙い地方都市での拡大を図っている。顧客層の拡大も視野に入れたエクスプレス店の導入も検討中で、2025年までに100店舗展開を目指す。 コキャクソウ カクダイ シヤ イ テン ドウニュウ ケントウチュウ ネン テンポ テンカイ メザ				 				インドネシア				ジャカルタにおける主要モールを中心に丸亀製麺を展開すると共に、更なる拡大を狙い地方都市での拡大を図っている。顧客層の拡大も視野に入れたエクスプレス店の導入も検討中で、2025年までに100店舗展開を目指す。 コキャクソウ カクダイ シヤ イ テン ドウニュウ ケントウチュウ ネン テンポ テンカイ メザ

						ベトナム		収益改善中		ホーチミンの既存店の収益性向上に向け注力。実験店舗にて様々な施策を実施し、横展開を進める。加えて、ハノイ、ハイフォンなどの北部地域でサブフランチャイズでの出店を予定。 キゾン テン シュウエキセイ コウジョウ ム チュウ チカラ ジッケン テンポ サマザマ シサク ジッシ ヨコ テンカイ スス クワ ホクブ チイキ シュッテン ヨテイ								ベトナム				2019年はホーチミンの既存店の収益性の改善に力を入れる。実験店舗を導入し、様々な施策を実施、横展開を進めていく。加えて、ハノイ、ハイフォンといった北部地域でサブフランチャイズにて2-3店舗の出店を予定。 ネン キゾン テン シュウエキセイ カイゼン チカラ イ ジッケン テンポ ドウニュウ サマザマ シサク ジッシ ヨコ テンカイ スス クワ ホクブ チイキ テンポ シュッテン ヨテイ



				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				東南アジア トウナン		カンボジア		収益改善中		既存レギュラー店の収益が向上し、前年比で約110％の伸びを示している。直営店に加え、フランチャイズ加盟店の出店立地も確定しており、プノンペンにおける更なる展開が予定されている。郊外向けの新業態（丸亀製麺）も展開しており、より広範囲に展開できるよう模索中。		80百万 / △21百万  ヒャク マン ヒャクマン						カンボジア				既存レギュラー店の収益が向上し、前年比で約110％の伸びを示している。直営店に加え、フランチャイズ加盟店の出店立地も確定しており、プノンペンにおける更なる展開が予定されている。郊外向けの新業態（丸亀製麺）も展開しており、より広範囲に展開できるよう模索中。 キゾン テン シュウエキ コウジョウ ゼンネンヒ ヤク ノ シメ チョクエイ テン クワ カメイ テン シュッテン リッチ カクテイ サラ テンカイ ヨテイ コウガイ ム シンギョウタイ マルガメ セイメン テンカイ コウハンイ テンカイ モサクチュウ

						マレーシア
（ Boat Noodle 、他） ホカ		出店拡大中		主力業態であるBoatNoodleに力点を置いて展開中。マレーシア国内でBoatNoodleのみで50店舗（過去2年間で約40店舗の開店）を展開しており、現地で認知度の高いブランドとして成長している。
店舗段階のみならず、全社でもEBITDA20%を超える好業績で、今後の更なる発展が期待される。国外の展開も進み、ブルネイ、ミャンマー、インドネシア、シンガポールに出店済み。更なる進出に向けて取り組み中。								マレーシア
（ Boat Noodle 、他） ホカ				主力業態であるBoatNoodleに力点を置いて展開中。マレーシア国内でBoatNoodleのみで50店舗（過去2年間で約40店舗の開店）を展開しており、現地で認知度の高いブランドとして成長している。
店舗段階のみならず、全社でもEBITDA20%を超える好業績で、今後の更なる発展が期待される。国外の展開も進み、ブルネイ、ミャンマー、インドネシア、シンガポールに出店済み、更なる進出に向けて取り組み中。 シュリョク ギョウタイ リキテン オ テンカイチュウ コクナイ テンポ カコ ネンカン ヤク テンポ カイテン テンカイ ゲンチ ニンチド タカ セイチョウ テンポ ダンカイ ゼンシャ コ コウギョウセキ コンゴ サラ ハッテン キタイ コクガイ テンカイ スス シュッテン ズ サラ シンシュツ ム ト ク チュウ

						フィリピン				フランチャイズとして丸亀製麺１号店を2017年8月、2号店を2018年2月、3号店を同年8月、4号店を11月にをオープンしたが、いずれも好業績を維持。
今後は更なる拡大を狙いマニラ地域での出店を加速していく予定。 ゴウテン ネン ガツ ゴウ テン ドウ ネン ガツ ス ギョウセキ イジ コンゴ								フィリピン				2018年11月に4号店をオープンしたが、どの店舗も業績好調で年換算1,000万円以上の売上を誇る。2019年は更なる拡大を狙いマニラ地域での出店を加速していく予定。4月以降の出店攻勢で年間7店舗出店を目指す。 ネン ガツ ゴウテン テンポ ギョウセキ コウチョウ トシ カンサン マンエンイジョウ ウリアゲ ホコ ネン サラ カクダイ ネラ チイキ シュッテン カソク ヨテイ ガツ イコウ シュッテン コウセイ ネンカン テンポ シュッテン メザ

						ミャンマー
（Boat Noodle）				現地飲食最大手のYKKO社と合弁会社を設立し、２０１７年１０月よりBoatNoodle業態をフランチャイズで展開。これまでミャンマーにはないオシャレな空間と食事を楽しめるお店として受け入れられ、賑わいを見せている。現状、２店舗のオープンを目指している。								ミャンマー
（Boat Noodle）				現地飲食最大手のYKKO社と合弁会社を設立し、２０１７年１０月よりBoatNoodle業態をフランチャイズで展開。これまでミャンマーにはないオシャレな空間と食事を楽しめるお店として受け入れられ、賑わいを見せている。現状、２店舗のオープンを目指している。 カイシャ ゲンジョウ

						シンガポール
（丸亀製麺） マ				中国合弁を介してシンガポールにて3店舗出店。賃料は高いものの、認知拡大を目的に代表的なモールへ出店をしている。認知浸透と共に収益性も向上しており、当面は3店舗に集中して足場を固める方針。 リョウ セイ								シンガポール
（丸亀製麺） マ				中国合弁を介してシンガポールにて3店舗出店。家賃は高いものの、認知拡大を目的に代表的なモールへの出店をしている。認知浸透と共に収益も向上しており、当面は3店舗に集中して足場を固める方針。 チュウゴク ゴウベン カイ テンポ シュッテン ヤチン タカ ニンチ カクダイ モクテキ ダイヒョウテキ シュッテン ニンチ シントウ トモ シュウエキ コウジョウ トウメン テンポ シュウチュウ アシバ カタ ホウシン

						シンガポール
（MONSTER CURRY）				シンガポール国内で11店舗を展開中（2018年12月末現在）。シンガポールの日本式カレー市場で圧倒的なシェアNO.1を獲得している。
現在はトリドールHDと協働しながら、さらなる強みの強化とトリードールHDが所有する店舗運営ノウハウの継承を実施中。今後は、シンガポールの日本式カレー市場におけるポジショニングをさらに強化し、2025年までに20店体制を目指す。 コンゴ タイセイ メザ								シンガポール
（MONSTER CURRY）				現在、モンスターカレーはシンガポール国内で11店舗を展開中（2018年12月末現在）。「モンスターカレー」はシンガポールの日本式カレー市場で圧倒的なシェアNO.1を獲得している。現在はトリドールHDと協働しながら、さらなるモンスターカレーの強みの強化とトリードールが所有する店舗運営のノウハウの継承を実施中。これらを組み合わせることで、シンガポールの日本式カレー市場におけるモンスターカレーのポジショニングをさらに強化し、2025年までに20店に増やす。 ゲンザイ コクナイ テンポ テンカイチュウ ネン ガツ マツ ゲンザイ シジョウ ゲンザイ キョウドウ ツヨ キョウカ ショユウ ケイショウ ジッシチュウ ク ア ニホンシキ シジョウ キョウカ



				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				アメリカ		TDC（Tokyo Ｔable) 		－		1号店アーバイン店は世界でも上位の高い売上を堅持し、安定的な黒字体質。
2号店アルハンブラ店を業態転換した”日本の洋食”を軸にした新業態"Saly papa"は客数は確保するも客単価の向上に苦戦。		780百万 / △280百万  ヒャク マン ヒャクマン						TDC（Tokyo Ｔable) 		－		1号店アーバイン店は世界でも上位の高い売上を堅持し、安定的な黒字体質。2号店アルハンブラ店を業態転換した”日本の洋食”を軸にした新業態"Saly papa"は客数は確保するも客単価の向上に苦戦。撤退の方向性で検討をしている ケンジ アンテイテキ クロジタイシツ ギョウタイ テンカン シン キャクスウ カクホ キャクタンカ コウジョウ クセン テッタイ ホウコウセイ ケントウ

						丸亀製麺		本土一号店出店		ハワイWaikikki店は依然好調を維持　世界トップの売上を誇る（最高日商も更新）。
2017年9月にオープンしたロサンゼルス・Sawtelle店、2018年1月にオープンのサンフランシスコ・Stonestown店はさらなる改善が進み、売上が伸張。3号店がLA・ビバリーヒルズ店舗はモールの集客が鈍化しており店舗モデルの構築に苦戦。また、2018年12月に4号店がグレンデールにオープンし、米国では初の丸亀フードコートモデルの構築に取り組んでいる。 ネン ガツ		ハワイ
830百万 / 120百万
本土：軽微                  ホンド ケイビ						丸亀製麺		本土一号店出店		ハワイWaikikki店は依然好調を維持　世界トップの売上を誇る（最高日商も更新）。
2017年9月にオープンしたロサンゼルス・Sawtelle店、2018年1月にオープンのサンフランシスコ・Stonestown店はさらなる改善が進み、売上が伸張。3号店がLA・ビバリーヒルズ店舗はモールの集客が鈍化しており店舗モデルの構築に苦戦。また4号店のグレンデールがオープンし、米国では初の丸亀フードコートモデルの構築に取り組む サイコウ ニッショウ コウシン テン テン カイゼン スス ウリアゲ シンチョウ テンポ シュウキャク ドンカ テンポ コウチク クセン ゴウテン ベイコク ハツ マルガメ コウチク ト ク

						CRACKIN’KITCHEN		出店準備中		ハワイ店は依然好調を維持　世界１、２位の売上を誇る。2018年3月LAに本土１号店メニュー改善やマーケ施策が結果に結びつかず、閉店。		590百万 / 70百万  ヒャク マン ヒャクマン						CRACKIN’KITCHEN		出店準備中		ハワイ店は依然好調を維持　世界１、２位の売上を誇る。2018年3月LAに本土１号店メニュー改善やマーケ施策が結果に結びつかず、閉店 テン ネン ホンド ゴウテン カイゼン シサク ケッカ ムス ヘイテン

						POKE				2018年8月に出資を完了し提携開始。10-12月にかけて積極的に新店をオープンし、現在は32店舗体制に。2019年も約30店舗(すべてFC)の出店を計画中。品質保証や購買面で、トリドールHDのノウハウ移管を検討している。 タイセイ								POKE				2018年8月に出資を完了し提携開始。10-12月にかけて積極的に新店をオープンし、現在は30店舗強に。2019年も約30店舗(すべてFC)の積極出店を計画中。品質保証や購買面で、トリドールHDのノウハウ移管を検討している ネン ガツ シュッシ カンリョウ テイケイ カイシ セッキョクテキ ゲンザイ テンポ キョウ セッキョク シュッテン ケイカクチュウ ケントウ

				イギリス		Shoryu		出店拡大中		引き続きロンドンでのドミナント展開を進める。唯一の郊外店であるマンチェスター店とオクスフォード店は賃料や物流費などのコストカットを実施中。
単価を抑えたラーメンのほか、焼きそば・カツカレーなどの新メニューを導入。また、グデタマなどキャラクターを使用した販促のほか、店外からの視認性を高める施策など、集客に向けた取り組みも実施しており、全体として成果が出ている。								Shoryu				引き続きロンドンでのドミナント展開を進める。唯一の郊外店であるマンチェスター店とオクスフォード店は賃料や物流費などのコストカットを実施中。
商品は単価を抑えたラーメンや、グデタマなどキャラクターを使用した販促、焼きそばやカツカレーなどの新メニューを導入。店外からの視認性を高める施策など、集客に向けた取り組みも実施しており、全体として成果が出ている。 テンカイ ユイイツ コウガイ テン テン テン チンリョウ ブツリュウ ヒ ジッシ チュウ ショウヒン タンカ オサ シヨウ ハンソク ヤ シン ドウニュウ テン ガイ シニンセイ タカ シサク シュウキャク ム ト ク ジッシ ゼンタイ セイカ デ

				ロシア		丸亀製麺		収益改善中		2020年12月期より、合弁を解消し、全店FC化。これにより資金の外部調達も可能になり、モスクワにてFC、サブFC店の展開を画策、積極的な出店と既存店強化を目論む。
今後は、収益拡大とともにこれまで出店のなかった立地への新規出店を行い、店舗数の拡大を予定している。						ロシア		丸亀製麺		収益改善中		2020年12月期より、合弁を解消し、全店FC化。これにより資金の外部調達も可能になり、モスクワにてFC、サブFC店の展開を画策、積極的な出店と既存店強化を目論む。今後は、収益拡大とともに、ロシアにおけるTier oneモールからの誘いもある中で、これまで出店のなかった立地への新規出店を行い、店舗数の拡大を予定している。日本からのサポート方法についても、引き続き検討。 ネン ガツキ ゴウベン カイショウ ゼンテン カ シキン ガイブチョウタツ カノウ ミセ テンカイ カクサク セッキョクテキ シュッテン キョウカ モクロ コンゴ シュウエキカクダイ サソ ナカ シュッテン リッチ シンキ シュッテン オコナ テンポスウ カクダイ ヨテイ ニホン ホウホウ ヒ ツヅ ケントウ

				その他 タ		ＷＯＫ ＴＯ ＷＡＬＫ		出店拡大中		フランスにおける大型契約を含む複数のフランチャイジーが存在することにより、フランチャイズビジネスは堅調に推移し、順調に店舗数を拡大している。
苦戦中の米国での直営店は具材やオペレーションの見直しを行った。		軽微 ケイビ						ＷＯＫ ＴＯ ＷＡＬＫ				フランスにおける大型契約を含む複数のフランチャイジーが存在することにより、フランチャイズビジネスは堅調に推移し、順調に店舗数を拡大している。
苦戦中の米国での直営店は具材やオペレーションの見直しを行った。 ソンザイ ケンチョウ スイイ ジュンチョウ テンポ スウ カクダイ クセン チュウ ベイコク チョクエイテン グザイ ミナオ オコナ



				Area		Country/Brand		Status		Outline		PL Contribution (last year)
Sales / Segment profit

				Asia		Taiwan (ROC)		出店拡大中		Improves personnel system for staff sufficiency. Opening new stores. Operating 4 Tonkatsu stores.		3,200 mil. / 390 mil.

						S. Korea		収益改善中		Main stores keep good. Opening new stores.		350mil. / 5mil.

						China (PRC)		出店拡大中		Keeps good. Sales in coast cities (e.g., Shanghai) are nice. Currently 85 stores. "Hakatan-maru" ramen brand develops.

						Hong Kong (Yunnan)				Grouped in Feb-2018. Currently operating "Tam Chai Yunnan Noodle" and "TamJai SamGor Rice Noodle" stores (109 in total). 70% market share of Yunnan Noodle in Hong Kong. To open new stores in Hong Kong.		3390mil. / 560mil.

						Thailand		収益改善中		Management enhancement brings big profit improvement through 1) profit improvement of Existing Stores, 2) development of small stores (good sales with low initial costs), and 3) customization of HQ costs. To keep stable profits.

						Indonesia		出店拡大中		Develops Marugameseimen stores mainly in major Shopping Centers in Jakarta. Also examines other big cities. Marugame Seimen brand is Halal approved, and popular among local Muslims.				 

						Vietnam		Profit being improved		Saves opening stores in 2017 for yearly profit by improving organization system and management system.  To achieve monthly profits. Examines sub-franchising for further business expansion.

						Cambodia		Profit being improved		Sales of Existing Stores improved a lot. Portable stall type stores (with small initial costs) contribute to profit.  Launches new brand for casual Japanese foods in Feb. 2018, targeting wider range of market.		80mil. / △21mil.

						Malaysia
(Boat Noodle, Others)		Opening new stores		Operating approx. 70 stores of "Boat Noodle" and "CillCill" brands. Expanding with profits. Accelerating franchising in other countries such as Brunei, Indonesia, Myanmar and Singapore. Planning to expand to other countries.

						Philippines				Opens 1st Marugameseimen store in Aug-2017 and 2nd in Feb-2018 (both FC). Keep good. 4 more stores scheduled. Swift business expansion expected.

						Myanmar
(Boat Noodles)				Establishes JV company with YKKO (biggest local restaurant company), and franchises Boat Noodle brand since Oct. 2017. Widely accepted as uniquely fashionable restaurant with fun to eat. 2nd store to open.



				Area		Country/Brand		Status		Outline		PL Contribution (last year)
Sales / Segment profit

				USA		TDC (Tokyo Table)		New store to open		1st store in Irvine keeps good. One of world top sales/profits stores in Toridoll Group, whereas 2nd store in Alhambra is in tough. To change to "Western Japanese" like brand for profit improvement.		780mil. / △28mil.0 

						Marugame Seimen		New store to open		Waikiki Shop keeps good. World top 1-2 sales in Toridoll Group.  1st store in mainland opened in Sawtelle, LA in Sep. 2017.  2nd store in Stonestown, SF started with good launch in Jan. 2018 (same sales level as Waikiki Shop for the first weekend).  3rd store in Shopping Center around Beverly Hills to open.		Hawaii
830mil. / 120mil.
Main Land：small                 

						CRACKIN'KITCHEN		New store to open		Keeps good. World Top 1-2 sales in Toridoll Group.  Opens 1st in mainland store in LA in Mar. 2018.		140mil. / 5mil. 

				UK		Sakagura		-		Opens 1st store in November 2016. Introduced collaboration menus between Bent Box and Shoryu Ramen, and charbroil steaks and tempuras. Lava Plate stake from 2018 beginning becomes popular. Lower pricing contributes guest count (wider customer range) and sales. Keeps marketing measures (e.g.,  via SNS, Restaurant Week and Japanese Sake events) for brand awareness .

						Shoryu		Opening new stores		Some stores are in top sales group. Strategic dominance in London. Local cities to be only in Manchester and  Oxford. To improve profitability. New stores being prepared.

				Italy		Tokyo Table, Others		-		Opens "Bottega del Ramen" in Feb. and "Tokyo Table" in Mar, 2017.  "Bottega del Ramen" achieved monthly profit. "Tokyo table" marks record high in monthly sales for consecutive 2 months. Still not profit for whole business unit, and more sales necessary. Both stores to introduce new menus for summer. Expanding sales by delivery through Uber-eat and Deliveroo.		small

				Russia		Marugame Seimen				4 direct-operation stores and 3 FC stores in Moscow. Achieved all stores in the black. To develop more stores (especially in food court) as well as keeping stable profits.

				Others		WOK TO WALK		Opening new stores		Store aggressively expanding to 93 (including 3 direct-operation stores in US) after grouped. FC contracts in India, Israel, and newly Malta and Oman. Opens 1st direct-operation store In US in Feb, 2nd in Jul and 3rd store in Dec. 2017. Exploring other counties for FCs.		small





M&A　PMI

				ブランド		概要 ガイヨウ		PMIの状況 ジョウキョウ

				晩杯屋 バ		大衆酒場「晩杯屋」等を東京都内で運営するアクティブソース社の株式を取得（80.3%）しグループ会社化		・モデル店舗における丸亀製麺のノウハウを生かしたオペレーションの改善
・パート・アルバイト採用強化の仕組み導入、社内独立制度を含めた新人事制度の構築
・採用費や消耗品費など、グループ単価を採用することによる経費削減
・店舗タイプ別のスクリーニング要件、出店計画の策定、物件取得サポートの実施 フク シン ジンジ セイド コウチク ブッケン シュトク ジッシ				募集10人→100人規模に
物件情報が豊富　出店の精度が向上　投資検証表の活用など ボシュウ ニン ニン キボ ブッケン ジョウホウ ホウフ シュッテン セイド コウジョウ トウシ ケンショウ ヒョウ カツヨウ

				ずんどう屋 ヤ		主に関西において、とんこつラーメン店の「ずんどう屋」を運営するZUND社の株式を取得（80%）しグループ会社化		・モデル店舗におけるコンセプトのブラッシュアップと丸亀製麺のノウハウを生かしたオペレーションの改善
・当社ノウハウを活用した、採用における掲載媒体最適化の仕組み導入
・採用費や消耗品費など、グループ単価を採用することによる経費削減
・当社新店開発部による勝ちパターンの分析、優先出店エリアの決定　
・人事制度（賞与制度等）の再構築 トウ シャ

				「譚仔雲南米線」/「譚仔三哥米線」		スパイシー麺の人気チェーン店「譚仔雲南米線」および「譚仔三哥米線」の運営会社の株式をそれぞれ100%取得		・グループ会社としてのガバナンス強化及びトップマネジメント採用等、 　更なる成長を実現するための経営強化
・店舗、セントラルキッチンおよびバックオフィスにおける業務の整備
・華南地域を中心とした中国全土進出についても初期調査を開始







				Area		Country/Brand		Outline













BS

				連結BS (IFRS) レンケツ

						当期 トウ キ				前期末 ゼンキ マツ

						金額 キンガク		構成比 コウセイヒ		金額 キンガク		構成比 コウセイヒ		増減 ゾウゲン

				資産合計 シサン ゴウケイ		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103

				流動資産 リュウドウ シサン		29,966		14.8%		21,752		18.5%		8,214

				非流動資産 ヒ リュウドウ シサン		173,713		85.6%		96,081		81.5%		77,632

				負債資本合計 フサイ シホン ゴウケイ		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103

				負債合計 フサイ ゴウケイ		168,983		83.3%		82,830		70.3%		86,153

				（うち、有利子負債） ユウ リシ フサイ		145,770		71.8%		62,674		53.2%		83,096

				流動負債 リュウドウ フサイ		43,204		21.3%		25,953		22.0%		17,251

				非流動負債 ヒ リュウドウ フサイ		125,144		61.7%		56,878		48.3%		68,266

				資本合計 シホン ゴウケイ		35,332		17.4%		35,003		29.7%		329						※値張り アタイ バ

				（うち、親会社の所有者） オヤガイシャ ショユウシャ		34,305		16.9%		33,979		28.8%		326						※値張り アタイ バ



				ネット有利子負債/調整後EBITDA ユウ リシ フサイ チョウセイ ゴ		9.4				3.9				-				調整後EBITDA		15,560		9.4







				Consolidated BS (IFRS)										(unit: Million yen)

						This period				End of previous year

						Amount		Ratio		Amount		Ratio		Difference

				Total assets		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103						Including interest-bearing liabilities 

				Current assets		29,966		14.8%		21,752		18.5%		8,214						bearingの bと eの間のスペースを消してください

				Non-current assets		173,713		85.6%		96,081		81.5%		77,632						その下のliabilites、attributable にも不必要なスペースが見える気が

				Total liabilities and equity		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103						するのですが大丈夫でしょうか

				Liabilities		168,983		83.3%		82,830		70.3%		86,153

				(Including interest-bearing liabilities)		145,770		71.8%		62,674		53.2%		83,096

				Current liabilities		43,204		21.3%		25,953		22.0%		17,251

				Non-current liabilities		125,144		61.7%		56,878		48.3%		68,266

				Total equity		35,332		17.4%		35,003		29.7%		329

				(Equity attributable to 
owners of  the parent)		34,305		16.9%		33,979		28.8%		326



				Net interest-bearing liabilities / Adjusted EBITDA 		9.4				3.9				-



















































CF

						連結CF (IFRS) レンケツ

								当期 トウ キ		前年同期 ゼンネン ドウキ		増減 ゾウゲン

						営業活動による
キャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		15,517		4,402		11,115

						投資活動による
キャッシュ・フロー トウシ カツドウ		△ 6,283		△ 6,973		690

						財務活動による
キャッシュ・フロー ザイム カツドウ		△ 1,676		368		△ 2,044

						現金および現金同等物の
期末残高 ゲンキン ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		21,716		12,671		9,045







						Consolidated CF (IFRS)						(unit: Million yen)

								This period		Previous period		Difference								異なるフォントとサイズの混在

						Cash flows from operating activities		15,517		4,402		11,115								Cash flows from operating activities

						Cash flows from investing activities		△ 6,283		△ 6,973		690								Cash flows from investing activities

						Cash flows from financing activities		△ 1,676		368		△ 2,044								Cash flows from financing activities

						Cash and cash equivalents at the end of the period		21,716		12,671		9,045								Cash and cash equivalents at the end of the period





業績予想



				連結PL (IFRS) レンケツ

						2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ								下期修正予算 シモキ シュウセイ ヨサン

						連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ		連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		159,060		100.0%		145,022		100.0%		109.7%								丸亀製麺 マルガメ セイメン		カフェ		豚屋とん一 ブタ ヤ イチ		海外事業 カイガイ ジギョウ

				事業利益 ジギョウ リエキ		9,572		6.0%		7,270		5.0%		131.7%								48,697		3,230		2,038		16,574

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		29,640		18.6%		12,402		8.6%		239.0%								6,716		37		18		1,909

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,689		4.2%		2,302		1.6%		290.6%

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		5,266		3.3%		1,337		0.9%		393.9%								通期修正予算 ツウキ シュウセイ ヨサン

				当期利益 トウキ リエキ		2,704		1.7%		221		0.2%		1223.5%								97,880		5,825		3,865		33,294

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		2,610		1.6%		267		0.2%		977.5%								14,548		153		73		4,261



				丸亀製麺セグメントPL マルガメ セイメン		2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		97,880		100.0%		89,944		100.0%		108.8%

				セグメント利益 リエキ		14,408		14.7%		12,438		13.8%		115.8%



				海外事業セグメントPL		2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		33,294		100.0%		30,242		100.0%		110.1%

				セグメント利益 リエキ		4,261		12.8%		3,258		10.8%		130.8%









				Consolidated PL (IFRS)

						FY 2018				FY 2017				YoY

						連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ		連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ

				Revenue		159,060		100.0%		145,022		100.0%		109.7%

				Contribution margin		9,572		6.0%		7,270		5.0%		131.7%

				Adjusted EBITDA		29,640		18.6%		12,402		8.6%		239.0%

				Operating profit		6,689		4.2%		2,302		1.6%		290.6%

				Profit before tax		5,266		3.3%		1,337		0.9%		393.9%

				Profit for the year		2,704		1.7%		221		0.2%		1223.5%

				Profit for the year attributable to owners of the parent		2,610		1.6%		267		0.2%		977.5%



				Marugame Seimen
segment		FY 2018				FY 2017				YoY

				Revenue		97,880		100.0%		89,944		100.0%		108.8%								Segment profit

				Segment profit 		14,408		14.7%		12,438		13.8%		115.8%								Ratio to prev. period = YoY



				Overseas segment		FY 2018				FY 2017				YoY

				Revenue		33,294		100.0%		30,242		100.0%		110.1%

				Segment profit 		4,261		12.8%		3,258		10.8%		130.8%

























業績予想（詳細）



				連結PL (IFRS) レンケツ																																修正 シュウセイ		年初予算 ネンショ ヨサン

						上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ						上期計画 カミキ ケイカク		当初計画 トウショ ケイカク		売上収益 ウリア シュウエキ		56,195		56,195

作成者: 開示用の数字丸め有り

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								売上原価 ウリアゲ ゲンカ		14,451		14,572

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		80,017		100.0%				79,042		100.0%		79,042		100.0%		0				159,060		100.0%		→値張り注意 アタイ バ チュウイ		53,465				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		41,744		41,623

作成者: 開示用の数字丸め有り


				事業利益 ジギョウ リエキ		5,840		7.3%				3,732		4.7%		3,732		4.7%		0				9,572		6.0%

				営業利益 エイギョウ リエキ		5,084		6.4%				1,605		2.0%		2,105		2.7%		△ 500				6,689		4.2%				4,400				人件費　　計 ジンケンヒ ケイ		16,774		16,908

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		4,100		5.1%				1,166		1.5%		1,766		2.2%		△ 600				5,266		3.3%				4,120				水光熱費　計 スイ コウネツヒ ケイ		3,689		3,589

				当期利益 トウキ リエキ		2,601		3.3%				103		0.1%		703		0.9%		△ 600				2,704		1.7%				2,690				地代家賃		5,699		5,826

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		2,569		3.2%				41		0.1%		641		0.8%		△ 600				2,610		1.6%				2,681				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		1,957		2,102

																																		その他一般管理費計 タ イッパン カンリヒ ケイ		8,048		7,851

				丸亀製麺セグメント マルガメ セイメン		上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ										販売費及び一般管理費合計		36,167		36,276

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								減損損失 ゲンソン ソンシツ		1,218		1,030

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%				48,697		100.0%		46,905		100.0%		1,792				97,880		100.0%				43,559		90,464		その他の営業収入 タ エイギョウ シュウニュウ		117		261

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%				6,576		13.5%		6,182		13.2%		394				14,408		14.7%				7,023		13,205		その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		41		150

作成者: 開示用の数字丸め有り


				海外事業セグメント カイガイ ジギョウ		上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ										営業利益（損失）		4,430		4,430

作成者: 開示用の数字丸め有り


						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								調整後EBITDA チョウセイゴ		7,681		7,449

作成者: 開示用の数字丸め有り


				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%				16,574		100.0%		16,518		100.0%		56				33,294		100.0%				3458				金融収益 キンユウ シュウエキ		109		86

作成者: 開示用の数字丸め有り


				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%				1,909		11.5%		1,900		11.5%		9				4,261		12.8%				271				金融費用 キンユウ ヒヨウ		123		29

作成者: 開示用の数字丸め有り


																																		経常利益（損失） ケイジョウ リエキ ソンシツ		4,490		4,490

				カフェ事業セグメント ジギョウ		上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		2,595		100.0%				3,230		100.0%		3,041		100.0%		189				5,825		100.0%

				セグメント利益 リエキ		116		4.5%				37		1.2%		△ 16		-		53				153		2.6%





				Consolidated PL (IFRS)																														持分法投資損益 モチブン ホウ トウシ ソンエキ		163		243

						FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017										税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		4,578		4,730

作成者: 開示用の数字丸め有り


						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue								法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		1,626		1,680

作成者: 開示用の数字丸め有り


				Revenue		80,017		100.0%				79,042		100.0%		79,042		100.0%		0				159,060		100.0%								当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,953		3,050

作成者: 開示用の数字丸め有り


				Operating profit		5,084		6.4%				1,605		2.0%		2,105		2.7%		△ 500				6,689		4.2%								親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウ シャ		2,964		3,033

作成者: 開示用の数字丸め有り


																																						

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		Profit before tax		4,100		5.1%				1,166		1.5%		1,766		2.2%		△ 600				5,266		3.3%								非支配持分 ヒ シハイ モチブン		(11)		17

				Profit for the year		2,601		3.3%				103		0.1%		703		0.9%		△ 600				2,704		1.7%

				Profit for the year attributable to owners of the parent		2,569		3.2%				41		0.1%		641		0.8%		△ 600				2,610		1.6%								Profit for the year attributable to owners of the parent 

																																		parents のsはいらないようです

				Marugame Seimen 
segment		FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017

						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue								フォントとフォントサイズの混在

				Revenue		49,183		100.0%				48,697		100.0%		46,905		100.0%		1,792				97,880		100.0%

				Operating profit of 
Marugame Seimen segment		7,832		15.9%				6,576		13.5%		6,182		13.2%		394				14,408		14.7%								Segment profit

				Overseas 
segment		FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017										Ratio to prev. period = YoY

						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue

				Revenue		16,720		100.0%				16,574		100.0%		16,518		100.0%		56				33,294		100.0%								% to revenue のeの切り方がおかしいので

				Operating profit of 
Marugame Seimen segment		2,352		14.1%				1,909		11.5%		1,900		11.5%		9				4,261		12.8%								フォントサイズあるいは列の幅を変える必要があります





































出店計画

																										AS

								出店		退店		2020年
3月末 ネン ガツ マツ		投資額
（概算　百万円） トウシ ガク ガイサン ヒャクマンエン				2019年
3月 ネン ガツ														2020年3月期 ネン ガツキ		2021年3月期 ネン ガツキ		2022年3月期 ネン ガツキ		2023年3月期 ネン ガツキ		2024年3月期 ネン ガツキ

																										出店 シュッテン		小 ショウ				2		7		8		8		8

				国内 コクナイ				76		23		1,156		5,376				1,103										大 ダイ				1		6		6		7		7

						丸亀製麺		32		5		844		2,240				817										計 ケイ				3		13		14		15		15

						とん一 イチ		3		2		54		97				53								退店 タイ テン		小 ショウ				0		1		1		1		1

						カフェ		10		0		39		1,500				29										大 ダイ				0		0		0		0		0

						晩杯屋 バ		3		4		48		70				49										計 ケイ				0		1		1		1		1

						ずんどう屋 ヤ		3		0		48		191				45								純増 ジュン ゾウ		小 ショウ				2		6		7		7		7

						その他 タ		25		12		123		1,278				110										大 ダイ				1		6		6		7		7

				海外 カイガイ				145		46		674		1,940				575										計 ケイ				3		12		13		14		14

						連結子会社 レンケツ コガイシャ		69		22		219		1,850				172

						持分法適用会社 モチブン ホウ テキヨウ カイシャ		52		17		242		90				207								ずんどう屋 ヤ

						純粋ＦＣ ジュンスイ		24		7		213		0				196										Year0		Year1		Year2		Year3

				合 計 ゴウ ケイ				221		69		1,830		7,316				1,678										2019/03期 キ		2020/03期 キ		2021/03期 キ		2022/03期 キ

																										出店数 シュッテン スウ		9		3		10		10

						※その他　の内訳 タ ウチワケ																				退店数 タイ テン スウ		0		0		0		0

																										店舗数 テンポスウ		45		48		58		68













								Open		Close		2020
Mar						2019
Mar



				Domestic				76		23		1,156		5,376				1,103

						Marugame Seimen		32		5		844		2,240

						Butaya Tonichi （Tonkatsu,tonteki）		3		2		54		97

						Kona's CoffeeRoasted（Cafe）		10		0		39		1,500

						Banpaiya (Standing Bar)		3		4		48		70

						Zundoya (Ramen)		3		0		48		191

						Others		25		12		123		1,278

				Overseas				145		46		674		1,940

						Subsidiaries		69		22		219		1,850

						JVs		52		17		242		90

						FCs		24		7		213		0

				Total				221		69		1,830		7,316



















中期計画

				連結PL (IFRS) レンケツ																						注意！ チュウイ

						2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期								H29.3期 キ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		159,060		100.0%		109.7%		174,683		100.0%		109.8%		200,803		100.0%		115.0%				145,022

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		29,640		18.6%		239.0%		32,373		18.5%		109.2%		36,161		18.0%		111.7%				12,402

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,689		4.2%		290.6%		9,086		5.2%		135.8%		12,045		6.0%		132.6%				2,302

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		5,266		3.3%		393.9%		8,500		4.9%		161.4%		11,481		5.7%		135.1%				1,337

				当期利益 トウキ リエキ		2,704		1.7%		1223.5%		5,615		3.2%		207.7%		7,712		3.8%		137.3%				221

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		2,610		1.6%		977.5%		5,434		3.1%		208.2%		7,488		3.7%		137.8%				267



				丸亀製麺セグメントPL マルガメ セイ メン

				丸亀製麺セグメントPL		2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期								注意！ チュウイ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		97,880		100.0%		108.8%		99,307		100.0%		101.5%		107,694		100.0%		108.4%				89,944

				セグメント利益 リエキ		14,408		14.7%		115.8%		12,817		12.9%		89.0%		14,149		13.1%		110.4%				12,438



				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				海外事業セグメントPL		2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		33,294		100.0%		110.1%		36,604		100.0%		109.9%		41,549		100.0%		113.5%				30,242

				セグメント利益 リエキ		4,261		12.8%		130.8%		4,452		12.2%		104.5%		4,913		11.8%		110.4%				3,258



				出店  シュッテン		221						326						412								退店 タイ テン		30期 キ		31期 キ		32期 キ

				　国内 コクナイ		76						138						199										23		16		16

				　海外 カイガイ		145						188						213										46		26		25

				累計店舗数 ルイケイ テンポ スウ		1,830						2,114						2,485								1,687

				　国内 コクナイ		1,156						1,278						1,461								1,103

				　海外 カイガイ		674						836						1,024								575





















				Consolidated PL (IFRS)

						FY2019						FY2020						FY2021								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		159,060		100.0%		109.7%		174,683		100.0%		109.8%		200,803		100.0%		115.0%				95,587

				Adjusted EBITDA		29,640		18.6%		239.0%		32,373		18.5%		109.2%		36,161		18.0%		111.7%				12,799

				Operating profit		6,689		4.2%		290.6%		9,086		5.2%		135.8%		12,045		6.0%		132.6%				8,733

				Profit before tax		5,266		3.3%		393.9%		8,500		4.9%		161.4%		11,481		5.7%		135.1%				8,117

				Profit for the year		2,704		1.7%		1223.5%		5,615		3.2%		207.7%		7,712		3.8%		137.3%				5,242

				Profit for the year attributable to owners of the parents		2,610		1.6%		977.5%		5,434		3.1%		208.2%		7,488		3.7%		137.8%				5,212



				Ｍａｒｕｇａｍｅｓｅｉｍｅｎ segment

						FY2019						FY2020						FY2021								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		97,880		100.0%		108.8%		99,307		100.0%		101.5%		107,694		100.0%		108.4%				6,255

				segment profit		14,408		14.7%		115.8%		12,817		12.9%		89.0%		14,149		13.1%		110.4%				436





				Overseas segment

						FY2018						FY2019						FY2020								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		33,294		100.0%		110.1%		36,604		100.0%		109.9%		41,549		100.0%		113.5%				6,255

				segment profit		4,261		12.8%		130.8%		4,452		12.2%		104.5%		4,913		11.8%		110.4%				436



				Numbers of opening stores(numbers in overseas）		221				0.0%		326				0.0%		412				0.0%

				Total numbers of stores(numbers of overses)		1,830				0.0%		2,114				0.0%		2,485				0.0%				1,092		246



				Numbers of opening stores(numbers in overseas）

				Total numbers of stores(numbers of overses)





IFRS

		■2015年3月期：IFRS連結業績予想シミュレーション ネン ガツ キ レンケツ ギョウセキ ヨソウ

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		実績 ジッセキ		J-GAAP						IFRS				差異 サイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				0

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,564				営業利益 エイギョウ リエキ		4,177				△ 3,387

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,994				税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		3,602				△ 3,392

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,606				当期利益 トウキ リエキ		1,985				29

								　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,956				△ 650



		↓実績のJ-GAAPとIFRSの差異を元にIFRS予算を試算 ジッセキ サイ モト ヨサン シサン												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		予想 ヨソウ		J-GAAP						IFRS				調整 チョウセイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		84,803				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		84,803				0

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,200				営業利益 エイギョウ リエキ		3,900				△ 3,300

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,928				税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		3,628				△ 3,300

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,132				当期利益 トウキ リエキ		1,762				30

								　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,732				△ 400		※調整 チョウセイ





Sheet4

		連結純損益計算書の差異 レンケツ ジュンソンエキ ケイサンショ サイ

																						（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		日本基準（J-GAAP） ニホン キジュン						①日本基準（J-GAAP）の表示組替 ニホン キジュン ヒョウジ クミカエ						②国際会計基準（IFRS） コクサイ カイケイ キジュン						差異②－① サイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		0

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		0

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		0

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 57,421				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 57,421				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 58,605				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 1,183		※1

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,564				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 1,849				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 2,155				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 306		※2

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		277				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		338				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		324				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		△ 14

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		△ 848				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 342				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 374				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 32

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,994				営業利益 エイギョウ リエキ		5,711				営業利益 エイギョウ リエキ		4,175				営業利益 エイギョウ リエキ		△ 1,536

		特別利益 トクベツ リエキ		172				金融収益 キンユウ シュウエキ		111				金融収益 キンユウ シュウエキ		206				金融収益 キンユウ シュウエキ		95		※3

		特別損失 トクベツ ソンシツ		△ 2,068				金融費用 キンユウ ヒヨウ		△ 646				金融費用 キンユウ ヒヨウ		△ 637				金融費用 キンユウ ヒヨウ		9

		税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		5,098				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 77				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 130				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 53		※4

		法人税等 ホウジンゼイ トウ		△ 2,429				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		5,098				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		3,614				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		△ 1,484

		少数株主調整前当期純利益 ショウスウ カブヌシ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		2,669				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		△ 2,429				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		△ 1,603				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		826		※5

		少数株主損益 ショウスウ カブヌシ ソンエキ		△ 29				当期利益 トウキ リエキ		2,669				当期利益 トウキ リエキ		2,011				当期利益 トウキ リエキ		△ 658

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,640				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		2,640				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,982				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		△ 658

								　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		29				　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		29				　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		0

																				IFRSと日本基準の主な差異 ニホン キジュン オモ サイ

																		※1		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		△ 869		定額法への遡及修正 テイガク ホウ ソキュウ シュウセイ

				日本基準（J-GAAP） ニホン キジュン				国際会計基準（IFRS） コクサイ カイケイ キジュン												租税公課 ソゼイ コウカ		△ 344		法人税等（均等割）より振替 ホウジンゼイ トウ キントウワリ フリカエ

		営業利益 エイギョウ リエキ		売上総利益－販売費及び一般管理費 ウリアゲ ソウリエキ ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				売上総利益－販売費及び一般管理費－減損損失＋その他の営業収益－その他の営業費用 ウリアゲ ソウリエキ ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ ゲンソン ソンシツ タ エイギョウ シュウエキ タ エイギョウ ヒヨウ												その他 タ		30

																				計 ケイ		△ 1,183

		経常利益 ケイジョウ リエキ		営業利益＋営業外収益－営業外費用 エイギョウ リエキ エイギョウガイ シュウエキ エイギョウガイ ヒヨウ				経常利益、特別損益の概念はなく、金融収益、金融費用及び持分法による投資損益以外は、営業利益に加減 ケイジョウ リエキ トクベツ ソンエキ ガイネン キンユウ シュウエキ キンユウ ヒヨウ オヨ モチブンポウ トウシ ソンエキ イガイ エイギョウ リエキ カゲン										※2		減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 251		割引後CFとの比較 ワリビキ アト ヒカク

																				減損損失（のれん） ゲンソン ソンシツ		△ 55		非償却分を減損 ヒ ショウキャク ブン ゲンソン

		金融収益 キンユウ シュウエキ		－				受取利息、為替差益等 ウケトリ リソク カワセ サエキ トウ												計 ケイ		△ 306

		金融費用 キンユウ ヒヨウ		－				支払利息、為替差損等 シハライ リソク カワセ サソン トウ										※3		受取利息 ウケトリ リソク		95		敷金保証金を償却原価に シキキン ホショウキン ショウキャク ゲンカ

																				計 ケイ		95

																		※4		持分法による投資損失 モチブンポウ トウシ ソンシツ		△ 86		全ての共同支配企業を持分法適用に スベ キョウドウ シハイ キギョウ モチブンポウ テキヨウ

																				持分法による投資損失 モチブンポウ トウシ ソンシツ		33		持分法のれんの非償却 モチブンポウ ヒ ショウキャク

																				計 ケイ		△ 53

																		※5		法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		345		均等割を租税公課に振替 キントウワリ ソゼイ コウカ フリカエ

																				法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		132		税率変更による修正 ゼイリツ ヘンコウ シュウセイ

																				法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		349		IFRS修正に係る税効果調整 シュウセイ カカ ゼイ コウカ チョウセイ

																				計 ケイ		826



表示組替

IFRS調整



世界ランキング

				世界外食企業ランキング（上場企業）上位10社

						企業名		国名		売上高
（百万ドル）		決算期		展開ブランド

				1		McDonald's Corporation 		アメリカ		28,106		41609		McDonald's

				2		Starbucks Corporation 		アメリカ		14,892		41518		Starbucks

				3		Yum Brands Inc 		アメリカ		13,084		41609		KFC/Pizza Hut/Taco Bell、他

				4		Darden Restaurants Inc 		アメリカ		6,286		41760		Red Lobster/Olive Garden/
LongHorn Steakhouse、他

				5		AUTOGRILL SPA 		イタリア		6,207		41609		FC含む250ブランド以上を展開

				6		ゼンショーホールディングス		日本		4,679		41699		すき家/ココス/はま寿司、他

				7		Bloomin Brands Inc		アメリカ		4,129		41609		OUTBACK STEAKHOUSE
/CARRABBA'S、他

				8		ARCOS DORADOS 
HOLDINGS INCORPORATED 		アルゼンチン		4,033		41609		（中南米、カリブ海エリアの
McDonald's franchisee）

				9		Chipotle Mexican Grill, Inc. 		アメリカ		3,215		41609		Chipotle

				10		TIM HORTONS INCORPORATED		カナダ		3,162		41609		Tim Hortons、他

				（出所）各社決算資料等よりみずほ銀行産業調査部作成





						McDonald's Corporation 		(		アメリカ		)		28,106

						Starbucks Corporation 		(		アメリカ		)		14,892

						Yum Brands Inc 		(		アメリカ		)		13,084

						Darden Restaurants Inc 		(		アメリカ		)		6,286

						AUTOGRILL SPA 		(		イタリア		)		6,207
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						McDonald's Corporation (アメリカ)		28,106

						Starbucks Corporation (アメリカ)		14,892

						Yum Brands Inc (アメリカ)		13,084

						Darden Restaurants Inc (アメリカ)		6,286

						AUTOGRILL SPA (イタリア)		6,207

						ゼンショーホールディングス(日本)		4,679

						Bloomin Brands Inc(アメリカ)		4,129

						ARCOS DORADOS 
HOLDINGS INCORPORATED (アルゼンチン)		4,033

						Chipotle Mexican Grill, Inc. (アメリカ)		3,215

						TIM HORTONS INCORPORATED(カナダ)		3,162





						TIM HORTONS Inc.(カナダ)		3,162

						Chipotle Mexican Grill, Inc. (アメリカ)		3,215

						ARCOS DORADOS HD Inc. (アルゼンチン)		4,033

						Bloomin Brands Inc.(アメリカ)		4,129

						ゼンショーホールディングス(日本)		4,679

						AUTOGRILL SPA (イタリア)		6,207

						Darden Restaurants Inc. (アメリカ)		6,286

						Yum Brands Inc. (アメリカ)		13,084

						Starbucks Corporation (アメリカ)		14,892

						McDonald's Corporation (アメリカ)		28,106









						TIM HORTONS Inc.		3,162

						Chipotle Mexican Grill, Inc. 		3,215

						ARCOS DORADOS HD Inc. 		4,033

						Bloomin Brands Inc.		4,129

						ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.		4,679

						AUTOGRILL SPA 		6,207

						Darden Restaurants Inc. 		6,286

						Yum Brands Inc. 		13,084

						Starbucks Corporation 		14,892

						McDonald's Corporation 		28,106





						McDonald's Corporation 		28,106

						Starbucks Corporation 		14,892

						Yum Brands Inc. 		13,084

						Darden Restaurants Inc. 		6,286

						AUTOGRILL SPA 		6,207

						ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.		4,679

						Bloomin Brands Inc.		4,129

						ARCOS DORADOS HD Inc. 		4,033

						Chipotle Mexican Grill, Inc. 		3,215
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TIM HORTONS Inc.(カナダ)	Chipotle Mexican Grill, Inc. (アメリカ)	ARCOS DORADOS HD Inc. (アルゼンチン)	Bloomin Brands Inc.(アメリカ)	ゼンショーホールディングス(日本)	AUTOGRILL SPA (イタリア)	Darden Restaurants Inc. (アメリカ)	Yum Brands Inc. (アメリカ)	Starbucks Corporation (アメリカ)	McDonald's Corporation (アメリカ)	3162	3215	4033	4129	4679	6207	6286	13084	14892	28106	McDonald's Corporation 	Starbucks Corporation 	Yum Brands Inc. 	Darden Restaurants Inc. 	AUTOGRILL SPA 	ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.	Bloomin Brands Inc.	ARCOS DORADOS HD Inc. 	Chipotle Mexican Grill, Inc. 	TIM HORTONS Inc.	28106	14892	13084	6286	6207	4679	4129	4033	3215	3162	

基礎資料

		ＢＩ　「月別・日別推移」　→　「当月レート」　は、前月末のレートを採用 ツキベツ ヒ ベツ スイイ トウゲツ ゼンゲツ マツ サイヨウ

		閉店日　＞＝2016/03/31　（3/31以前に閉店した店舗は含まない） 　 開店日　＜＝2015/12/31（12/31以前に開店した店舗を含む）　など　　を選択 ヘイ テン テンポ フク カイテン ヒ イゼン カイテン テンポ フク

		*は取る ト

		開店、閉店の情報は、右クリックでロックする カイテン ヘイテン ジョウホウ ミギ

		⇒　2016/1/1から03/31まで、ひと月フルで営業していた店舗を対象にしている ツキ エイギョウ テンポ タイショウ

		1Q		閉店日　＞＝2018/3/31　		開店日 ＜＝2017/12/31

		2Q		閉店日　＞＝2018/06/30　		開店日 ＜＝2017/12/31

		3Q		閉店日　＞＝2018/09/30　		開店日 ＜＝2017/12/31

		4Q		閉店日　＞＝2018/12/31　		開店日 ＜＝2017/12/31

		※台湾は注意 タイワン チュウイ

		※丸亀製麺だけ絞る マ シボ

		アメリカ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		11,037,015		1,236,035,309		0		-		944,199,552		130.91%		1,085,440		887,294		122.3%		1,139		0		-		-		-		-		-		3

		2018/01		934,634		104,669,658		0		-		67,798,467		154.38%		94,437		67,217		140.5%		1,108		0		-		-		-		-		-

		2018/02		865,529		96,930,585		0		-		58,289,841		166.29%		86,893		58,009		149.8%		1,116		0		-		-		-		-		-

		2018/03		940,247		105,298,244		0		-		62,867,453		167.49%		93,828		62,064		151.2%		1,122		0		-		-		-		-		-

		2018/04		879,409		98,484,986		0		-		62,713,474		157.04%		88,931		61,268		145.2%		1,107		0		-		-		-		-		-

		2018/05		923,118		103,380,016		0		-		66,076,146		156.46%		92,310		63,938		144.4%		1,120		0		-		-		-		-		-

		2018/06		891,830		99,876,097		0		-		65,094,909		153.43%		89,438		63,065		141.8%		1,117		0		-		-		-		-		-

		2018/07		918,801		102,896,533		0		-		71,199,415		144.52%		91,340		67,966		134.4%		1,127		0		-		-		-		-		-

		2018/08		933,509		104,543,639		0		-		75,557,404		138.36%		90,175		71,798		125.6%		1,159		0		-		-		-		-		-

		2018/09		902,763		101,100,405		0		-		89,716,330		112.69%		87,740		82,737		106.0%		1,152		0		-		-		-		-		-

		2018/10		904,814		101,330,172		0		-		108,372,002		93.50%		87,870		96,758		90.8%		1,153		0		-		-		-		-		-

		2018/11		902,780		101,102,360		0		-		107,716,571		93.86%		87,338		96,159		90.8%		1,158		0		-		-		-		-		-

		2018/12		1,039,580		116,422,613		0		-		108,797,539		107.01%		95,140		96,315		98.8%		1,224		0		-		-		-		-		-

						34,334,314										30,151						1,139

						34,334

		韓国 カンコク

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		6,706,938,740		670,693,874		0		-		680,174,538		98.61%		755,090		803,853		93.9%		888		0		-		-		-		-		-		10

		2018/01		566,061,780		56,606,178		0		-		57,115,579		99.11%		66,453		66,098		100.5%		852		0		-		-		-		-		-

		2018/02		520,514,890		52,051,489		0		-		52,995,374		98.22%		60,381		61,720		97.8%		862		0		-		-		-		-		-

		2018/03		572,189,740		57,218,974		0		-		50,865,872		112.49%		66,336		59,949		110.7%		863		0		-		-		-		-		-

		2018/04		541,064,440		54,106,444		0		-		54,753,092		98.82%		60,522		65,413		92.5%		894		0		-		-		-		-		-

		2018/05		564,352,660		56,435,266		0		-		57,043,792		98.93%		63,559		68,308		93.0%		888		0		-		-		-		-		-

		2018/06		535,459,550		53,545,955		0		-		56,203,125		95.27%		60,112		67,006		89.7%		891		0		-		-		-		-		-

		2018/07		605,035,010		60,503,501		0		-		59,664,308		101.41%		68,244		70,970		96.2%		887		0		-		-		-		-		-

		2018/08		600,337,740		60,033,774		0		-		60,273,538		99.60%		67,212		71,770		93.6%		893		0		-		-		-		-		-

		2018/09		539,093,950		53,909,395		0		-		54,244,144		99.38%		58,602		64,180		91.3%		920		0		-		-		-		-		-

		2018/10		551,903,530		55,190,353		0		-		56,888,227		97.02%		61,414		67,561		90.9%		899		0		-		-		-		-		-

		2018/11		542,895,370		54,289,537		0		-		57,939,978		93.70%		59,548		68,212		87.3%		912		0		-		-		-		-		-

		2018/12		568,030,080		56,803,008		0		-		62,187,509		91.34%		62,707		72,666		86.3%		906		0		-		-		-		-		-

						5,589,116										6,292						888

						5,589

		台湾 タイワン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計				2,971,667,163										4,616,338								0		-		-		-		-		-		28

		2018/04		73,235,984		262,917,183		0		-		251,137,520		104.69%		389,494		407,124		95.7%		675		0		-		-		-		-		-

		2018/05		68,393,158		245,531,437		0		-		257,344,792		95.41%		378,505		388,993		97.3%		649		0		-		-		-		-		-

		2018/06		71,168,994		255,496,688		0		-		254,627,460		100.34%		391,780		386,317		101.4%		652		0		-		-		-		-		-

		2018/07		77,465,930		278,102,689		0		-		291,768,623		95.32%		431,510		435,155		99.2%		644		0		-		-		-		-		-

		2018/08		68,986,210		247,660,494		0		-		279,460,312		88.62%		400,710		422,766		94.8%		618		0		-		-		-		-		-

		2018/09		66,685,851		239,402,205		0		-		209,331,593		114.37%		368,591		319,832		115.2%		650		0		-		-		-		-		-

		2018/10		65,631,275		235,616,277		0		-		262,058,946		89.91%		359,469		395,002		91.0%		655		0		-		-		-		-		-

		2018/11		60,463,169		217,062,777		0		-		238,986,853		90.83%		350,028		358,597		97.6%		620		0		-		-		-		-		-

		2018/12		74,003,339		265,671,987		0		-		270,622,985		98.17%		418,034		405,124		103.2%		636		0		-		-		-		-		-

		2019/01		66,674,732		239,362,288		0		-		229,919,385		104.11%		376,272		353,655		106.4%		636		0		-		-		-		-		-

		2019/02		68,961,950		247,573,401		0		-		271,017,195		91.35%		380,474		385,962		98.6%		651		0		-		-		-		-		-

		2019/03		66,091,849		237,269,738		0		-		236,765,436		100.21%		371,471		349,155		106.4%		639		0		-		-		-		-		-

						8,844,248										13,739						644

						8,844

		ロシア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		249,820,501		489,648,182		0		-		606,340,489		80.75%		619,308		768,902		80.5%		791		0		-		-		-		-		-		7

		2018/01		23,475,281		46,011,550		0		-		37,642,492		122.23%		57,336		48,483		118.3%		802		0		-		-		-		-		-

		2018/02		23,467,768		45,996,825		0		-		41,677,393		110.36%		58,371		53,890		108.3%		788		0		-		-		-		-		-

		2018/03		28,161,829		55,197,185		0		-		55,066,665		100.24%		69,347		70,917		97.8%		796		0		-		-		-		-		-

		2018/04		29,134,888		57,104,380		0		-		51,409,079		111.08%		71,632		65,798		108.9%		797		0		-		-		-		-		-

		2018/05		28,300,303		55,468,594		0		-		51,420,349		107.87%		69,890		66,385		105.3%		794		0		-		-		-		-		-

		2018/06		29,105,898		57,047,559		0		-		51,120,385		111.59%		69,055		62,666		110.2%		826		0		-		-		-		-		-

		2018/07		26,761,752		52,453,033		0		-		47,238,507		111.04%		64,403		59,162		108.9%		814		0		-		-		-		-		-

		2018/08		25,422,365		49,827,835		0		-		46,456,545		107.26%		61,844		62,566		98.8%		806		0		-		-		-		-		-

		2018/09		11,250,390		22,050,764		0		-		56,269,767		39.19%		30,150		69,913		43.1%		731		0		-		-		-		-		-

		2018/10		12,932,184		25,347,080		0		-		59,012,452		42.95%		35,088		73,440		47.8%		722		0		-		-		-		-		-

		2018/11		11,807,845		23,143,376		0		-		56,289,703		41.11%		32,192		69,802		46.1%		719		0		-		-		-		-		-

		2018/12		0		0		0		-		52,737,152		0.00%		0		65,880		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

						6,359,067										8,043						791

						6,359

		中国 チュウゴク

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		253,847,903		4,257,029,327		0		-		4,276,874,170		99.54%		6,629,104		6,377,268		103.9%		642		0		-		-		-		-		-		69

		2018/01		21,499,479		360,546,268		0		-		354,313,915		101.76%		547,348		520,677		105.1%		659		0		-		-		-		-		-

		2018/02		19,902,231		333,760,419		0		-		317,080,764		105.26%		517,272		471,878		109.6%		645		0		-		-		-		-		-

		2018/03		21,157,732		354,815,159		0		-		340,711,334		104.14%		537,201		509,587		105.4%		660		0		-		-		-		-		-

		2018/04		20,238,475		339,399,222		0		-		339,685,662		99.92%		510,965		494,047		103.4%		664		0		-		-		-		-		-

		2018/05		20,188,411		338,559,649		0		-		350,489,524		96.60%		559,414		518,800		107.8%		605		0		-		-		-		-		-

		2018/06		21,499,488		360,546,409		0		-		380,465,857		94.76%		654,384		552,143		118.5%		551		0		-		-		-		-		-

		2018/07		24,090,931		404,004,918		0		-		401,912,616		100.52%		634,219		600,567		105.6%		637		0		-		-		-		-		-

		2018/08		23,709,415		397,606,893		0		-		391,397,135		101.59%		601,990		597,178		100.8%		660		0		-		-		-		-		-

		2018/09		20,247,900		339,557,280		0		-		340,705,766		99.66%		521,964		521,082		100.2%		651		0		-		-		-		-		-

		2018/10		20,449,485		342,937,857		0		-		340,641,385		100.67%		529,361		522,324		101.3%		648		0		-		-		-		-		-

		2018/11		19,610,734		328,872,006		0		-		339,044,797		97.00%		504,097		506,954		99.4%		652		0		-		-		-		-		-

		2018/12		21,253,622		356,423,248		0		-		380,425,416		93.69%		510,889		562,031		90.9%		698		0		-		-		-		-		-

						5,141,340										8,006						642

						5,141

		タイ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		136,089,230		485,838,550		0		-		539,844,041		90.00%		876,307		1,107,020		79.2%		554		0		-		-		-		-		-		22

		2018/01		13,421,005		47,912,987		0		-		40,074,580		119.56%		101,773		76,489		133.1%		471		0		-		-		-		-		-

		2018/02		11,488,032		41,012,276		0		-		37,324,473		109.88%		84,617		71,707		118.0%		485		0		-		-		-		-		-

		2018/03		12,723,835		45,424,091		0		-		42,611,486		106.60%		94,942		86,311		110.0%		478		0		-		-		-		-		-

		2018/04		12,840,018		45,838,865		0		-		45,051,056		101.75%		95,161		92,636		102.7%		482		0		-		-		-		-		-

		2018/05		12,432,458		44,383,875		0		-		37,668,891		117.83%		93,249		81,002		115.1%		476		0		-		-		-		-		-

		2018/06		12,305,931		43,932,174		0		-		45,718,692		96.09%		93,433		93,906		99.5%		470		0		-		-		-		-		-

		2018/07		12,344,254		44,068,987		0		-		46,736,223		94.29%		94,490		97,973		96.4%		466		0		-		-		-		-		-

		2018/08		12,112,614		43,242,032		0		-		48,688,249		88.81%		92,877		100,836		92.1%		466		0		-		-		-		-		-

		2018/09		11,428,445		40,799,549		0		-		49,654,757		82.17%		86,171		101,589		84.8%		473		0		-		-		-		-		-

		2018/10		5,156,638		18,409,197		0		-		46,566,077		39.53%		39,594		96,613		41.0%		465		0		-		-		-		-		-

		2018/11		7,520,459		26,848,037		0		-		46,014,052		58.35%		0		94,430		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

		2018/12		12,315,541		43,966,481		0		-		53,735,506		81.82%		0		113,528		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

						1,840,298										3,319						554

						1,840

		カンボジア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		723,052		80,974,591		0		-		79,876,540		101.37%		174,243		162,171		107.4%		465		0		-		-		-		-		-		1

		2018/01		60,902		6,820,403		0		-		5,835,079		116.89%		16,075		11,579		138.8%		424		0		-		-		-		-		-

		2018/02		54,361		6,087,933		0		-		5,431,325		112.09%		14,896		10,550		141.2%		409		0		-		-		-		-		-

		2018/03		61,330		6,868,311		0		-		6,083,072		112.91%		16,130		11,790		136.8%		426		0		-		-		-		-		-

		2018/04		62,016		6,945,199		0		-		6,234,230		111.40%		15,308		12,235		125.1%		454		0		-		-		-		-		-

		2018/05		55,382		6,202,267		0		-		6,263,222		99.03%		13,486		12,003		112.4%		460		0		-		-		-		-		-

		2018/06		57,645		6,455,609		0		-		6,783,814		95.16%		14,438		13,411		107.7%		447		0		-		-		-		-		-

		2018/07		55,777		6,246,474		0		-		7,030,093		88.85%		13,565		14,230		95.3%		460		0		-		-		-		-		-

		2018/08		61,259		6,860,382		0		-		7,381,441		92.94%		13,868		17,560		79.0%		495		0		-		-		-		-		-

		2018/09		56,863		6,368,142		0		-		6,971,815		91.34%		12,830		16,316		78.6%		496		0		-		-		-		-		-

		2018/10		66,844		7,485,806		0		-		7,285,194		102.75%		15,078		8,131		185.4%		496		0		-		-		-		-		-

		2018/11		61,908		6,933,024		0		-		7,221,156		96.01%		13,870		16,264		85.3%		500		0		-		-		-		-		-

		2018/12		68,765		7,701,041		0		-		7,356,099		104.69%		14,699		18,102		81.2%		524		0		-		-		-		-		-

						6,747,883										14,520						465

						6,748



		フィリピン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		69,533,573		157,145,876		0		-		51,237,143		306.70%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-		1

		2018/01		5,292,606		11,961,289		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/02		5,112,480		11,554,205		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/03		5,498,906		12,427,527		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/04		5,373,300		12,143,657		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/05		5,335,998		12,059,355		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/06		5,364,759		12,124,355		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/07		5,704,955		12,893,197		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/08		5,886,499		13,303,488		0		-		6,529,648		203.74%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/09		5,779,436		13,061,526		0		-		10,703,669		122.03%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/10		6,103,613		13,794,166		0		-		10,936,373		126.13%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/11		7,099,325		16,044,475		0		-		10,674,562		150.31%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/12		6,981,697		15,778,635		0		-		12,392,892		127.32%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

						13,095,490										0						ERROR:#DIV/0!

						13,095



				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン				検算 ケンザン

				アメリカ (本土・ハワイ） ホンド		34,334		30,151		1,139				30,151		0				9364837.1399935

				韓国 カンコク		5,589		6,292		888				6,292		0				16312.6546754795

				台湾 タイワン		8,844		13,739		644				13,739		0

				カンボジア		6,748		14,520		465				14,520		0

				ロシア（持分）		6,359		8,043		791				8,043		0

				中国（持分） チュウゴク モチブン		5,141		8,006		642				8,006		0

				タイ（持分）		1,840		3,319		554				3,319		0



				日本 ニホン		9,364		16,312		574				16,314		(2)



				Overseas Marugame Seimen brand　Basic information						(Monthly data per store)

						Sales
 (1,000 yen)		# of Guests
 (person)		Sales per Guest
 (yen)

				USA		34,334		30,151		1,139

				South Korea		5,589		6,292		888

				Taiwan (ROC)		8,844		13,739		644

				Cambodia		6,748		14,520		465

				Russia<JV>		6,359		8,043		791

				China(PRC) <JV>		5,141		8,006		642

				Thailand <JV>		1,840		3,319		554



				Japan		9,364		16,312		574

				過去データ カコ

				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン

				アメリカ		26,129		27,025		967

				韓国 カンコク		5,290		7,119		743

				台湾 タイワン		11,937		22,143		539

				ロシア（持分）		7,198		9,602		750

				中国（持分） チュウゴク モチブン		7,092		11,545		614

				タイ（持分）		2,457		4,910		500



				日本 ニホン		9,000		16,393		548







				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン

				アメリカ		31,554		31,756		994

				韓国 カンコク		6,005		7,465		804

				台湾 タイワン		16,033		24,226		662

				ロシア（持分）		7,736		10,644		727

				中国（持分） チュウゴク モチブン		8,479		12,302		689

				タイ（持分）		3,160		5,895		536



				日本 ニホン		8,836		16,213		545









Sheet8

		ＢＩ　「月別・日別推移」　→　「当月レート」　は、前月末のレートを採用

		閉店日　＞＝2016/03/31　（3/31以前に閉店した店舗は含まない） 　 開店日　＜＝2015/12/31（12/31以前に開店した店舗を含む）　など　　を選択

		*は取る

		開店、閉店の情報は、右クリックでロックする

		⇒　2016/1/1から03/31まで、ひと月フルで営業していた店舗を対象にしている

		1Q		閉店日　＞＝2019/3/31　		開店日 ＜＝2018/12/31

		2Q		閉店日　＞＝2019/06/30　		開店日 ＜＝2018/12/31

		3Q		閉店日　＞＝2019/09/30　		開店日 ＜＝2018/12/31

		4Q		閉店日　＞＝2019/12/31　		開店日 ＜＝2018/12/31

		※台湾は注意

		※丸亀製麺だけ絞る

		アメリカ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		3,775,772		420,005,085		0		-		305,840,278		137.33%		337,051		275,982		122.1%		1,246		0		-		-		-		-		-		5

		2019/01		1,330,758		146,330,201		0		-		103,856,746		140.90%		119,232		95,555		124.8%		1,227		0		-		-		-		-		-

		2019/02		1,184,941		132,559,354		0		-		96,738,622		137.03%		106,025		86,846		122.1%		1,250		0		-		-		-		-		-

		2019/03		1,260,073		141,115,529		0		-		105,244,911		134.08%		111,794		93,581		119.5%		1,262		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						28,000,339										22,470						1,246

						28,000

		韓国

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		1,580,603,090		158,813,746		0		-		166,848,993		95.18%		168,792		193,299		87.3%		941		0		-		-		-		-		-		10

		2019/01		531,204,040		53,226,645		0		-		56,384,924		94.40%		56,111		66,028		85.0%		949		0		-		-		-		-		-

		2019/02		497,843,510		50,431,548		0		-		53,101,644		94.97%		52,356		60,794		86.1%		963		0		-		-		-		-		-

		2019/03		551,555,540		55,155,554		0		-		57,362,425		96.15%		60,325		66,477		90.7%		914		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						5,293,792										5,626						941

						5,294

		台湾

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		232,899,909		816,303,255		0		-		758,783,227		107.58%		1,329,643		1,181,087		112.6%		614		0		-		-		-		-		-		31

		2019/04		73,674,211		265,227,160		0		-		261,160,848		101.56%		416,169		386,621		107.6%		637		0		-		-		-		-		-

		2019/05		75,733,337		260,522,679		0		-		238,959,394		109.02%		427,957		385,683		111.0%		609		0		-		-		-		-		-

		2019/06		83,492,361		290,553,416		0		-		258,662,985		112.33%		485,517		408,783		118.8%		598		0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

		2020/01																						0		-		-		-		-		-

		2020/02																						0		-		-		-		-		-

		2020/03																						0		-		-		-		-		-

						8,777,454										14,297						614

						8,777

		ロシア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計																						0		-		-		-		-		-		7

		2019/01																						0		-		-		-		-		-

		2019/02																						0		-		-		-		-		-

		2019/03																						0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						0										0						ERROR:#DIV/0!

						0

		中国

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		69,477,772		1,162,673,494		0		-		1,061,504,165		109.53%		1,630,424		1,625,313		100.3%		713		0		-		-		-		-		-		82

		2019/01		24,548,265		406,273,781		0		-		355,683,668		114.22%		572,525		567,131		101.0%		710		0		-		-		-		-		-

		2019/02		20,942,029		354,129,712		0		-		339,296,373		104.37%		481,953		503,492		95.7%		735		0		-		-		-		-		-

		2019/03		23,987,478		402,270,001		0		-		366,524,124		109.75%		575,946		554,690		103.8%		698		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						4,726,315										6,628						713

						4,726

		タイ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		34,435,354		123,136,542		0		-		136,646,473		90.11%		253,698		284,956		89.0%		485		0		-		-		-		-		-		24

		2019/01		11,696,125		41,638,205		0		-		46,666,141		89.23%		86,060		99,389		86.6%		484		0		-		-		-		-		-

		2019/02		10,642,945		38,314,601		0		-		42,171,387		90.85%		78,347		86,202		90.9%		489		0		-		-		-		-		-

		2019/03		12,096,285		43,183,736		0		-		47,808,945		90.33%		89,291		99,365		89.9%		484		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						1,710,230										3,524						485

						1,710

		カンボジア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		212,624		23,661,393		0		-		19,685,795		120.20%		44,272		47,403		93.4%		534		0		-		-		-		-		-		1

		2019/01		70,102		7,708,390		0		-		6,646,907		115.97%		14,847		15,975		92.9%		519		0		-		-		-		-		-

		2019/02		67,257		7,524,062		0		-		6,105,202		123.24%		14,023		14,947		93.8%		537		0		-		-		-		-		-

		2019/03		75,265		8,428,942		0		-		6,933,686		121.57%		15,402		16,481		93.5%		547		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						7,887,131										14,757						534

						7,887



		フィリピン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		63,548,033		143,724,744		0		-		52,754,174		272.44%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-		4

		2019/01		20,170,105		45,181,036		0		-		11,837,618		381.67%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/02		12,739,773		29,301,477		0		-		13,061,748		224.33%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/03		30,638,155		69,242,230		0		-		27,854,807		248.58%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/04														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/05														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/06														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/07														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/08														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/09														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/10														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/11														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/12														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

						11,977,062										0						ERROR:#DIV/0!

						11,977



				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)				検算

				アメリカ (本土・ハワイ）		28,000		22,470		1,246				22,470		0				9364837.1399935

				韓国		5,294		5,626		941				5,626		0				16312.6546754795

				台湾		8,777		14,297		614				14,297		0

				カンボジア		7,887		14,757		534				14,757		0

				ロシア（持分）		0		0		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				中国（持分）		4,726		6,628		713				6,628		0

				タイ（持分）		1,710		3,524		485				3,524		0



				日本		9,813		17,685		555				17,681		4



				Overseas Marugame Seimen brand　Basic information						(Monthly data per store)

						Sales
 (1,000 yen)		# of Guests
 (person)		Sales per Guest
 (yen)

				USA		28,000		22,470		1,246

				South Korea		5,294		5,626		941

				Taiwan (ROC)		8,777		14,297		614

				Cambodia		7,887		14,757		534

				China(PRC) <JV>		4,726		6,628		713

				Thailand <JV>		1,710		3,524		485



				Japan		9,813		17,685		555

				過去データ

				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)

				アメリカ		26,129		27,025		967

				韓国		5,290		7,119		743

				台湾		11,937		22,143		539

				ロシア（持分）		7,198		9,602		750

				中国（持分）		7,092		11,545		614

				タイ（持分）		2,457		4,910		500



				日本		9,000		16,393		548







				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)

				アメリカ		31,554		31,756		994

				韓国		6,005		7,465		804

				台湾		16,033		24,226		662

				ロシア（持分）		7,736		10,644		727

				中国（持分）		8,479		12,302		689

				タイ（持分）		3,160		5,895		536



				日本		8,836		16,213		545









株主還元

				配当の推移

						2012年3月期		2014年
3月期		2015年
3月期		2016年
3月期		2017年
3月期		2018年
3月期		2019年
3月期		2020年
3月期
(予想) ヨソウ

				1株当たりの
年間配当額 ア		15円50銭		8円00銭		10円00銭		24円00銭		26円00銭		26円50銭		1円50銭		12円50銭

				配当性向		19.90%		37.00%		20.50%		19.90%		20.00%		24.68%		24.10%		20.56%



																										株主優待の内容

																										保有株式数		優待内容		継続保有優遇 ケイゾク ホユウ ユウグウ

																										実施回数 ジッシ カイスウ		年2回 ネン カイ		左記に追加 サキ ツイカ		年2回 ネン カイ

																										100株以上～200株未満		4,000円相当の割引券 ワリビキケン				ー

																										200株以上～500株未満		4,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン

																										500株以上～1,000株未満		10,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン

																										1,000株以上		15,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン



				Changes in Dividends

						Year ended March 31, 2012		Year ended March 31, 2014		Year ended March 31, 2015		Year ended March 31, 2016		Year ended March 31, 2017		Year ended March 31, 2018		Year ended March 31, 2019		Year ended March 31, 2020
(estimated)

				Annual dividend per share		15.50yen		8.00yen		10.00yen		24.00yen		26.00yen		26.50yen		1.50yen		12.50yen																Annual dividend per share

				Dividend payout ratio		19.90%		37.00%		20.50%		19.90%		20.00%		20.00%		24.10%		20.56%																Dividend payout ratio



																										Shareholder incentives

																										Number of shares		Incentive		Preferential treatment for continuous holding

																										The number of times		Twice a year		Twice a year						Shareholder incentives

																										100 - 200		4,000 yen value coupon 		Add to left		-				Shareholder incentives

																										200 - 500		4,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 

																										500 - 1,000		10,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 

																										1,000+  		15,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 





丸亀製麺　既存店

																																				Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar

						2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		2018年
3月期 ネン ガツキ		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		10月																												2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月 ガツ		2月		3月		4月 ガツ		5月 ガツ		6月

						FY 2015		FY 2016		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep						FY 2015		FY 2016		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun

						FY 2015		FY 2016		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		FY 2017 		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月						FY 2015		FY 2016		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar

				Net Sales		106.7%		103.8%		104.8%		105.2%		107.0%		110.2%		104.2%		105.1%		100.6%		100.5%		107.6%		103.2%		103.1%		101.1%		104.4%		103.3%		94.4%		97.9%		96.3%		95.2%		92.2%		96.5%		101.8%		96.3%		97.6%		96.8%		99.6%		96.7%		110.1%		105.7%		103.0%		106.2%		111.3%						2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月

				# of guests - Head count		101.8%		103.0%		104.1%		102.5%		102.5%		104.2%		98.6%		101.4%		99.1%		98.6%		101.7%		99.7%		99.5%		98.2%		100.8%		97.6%		91.0%		95.2%		99.8%		97.5%		93.0%		93.9%		99.6%		96.1%		94.9%		96.6%		98.7%		99.0%		122.6%		106.6%		99.3%		104.1%		111.5%				売上 ウリアゲ		106.7%		103.8%		104.4%		103.3%		94.4%		97.9%		96.3%		95.2%		92.2%		96.5%		101.8%		96.3%								97%		110%		106%

				Sales per guest  - Average soend per head		106.7%		100.9%		100.7%		102.6%		104.4%		105.8%		105.7%		103.7%		101.5%		101.9%		105.8%		103.5%		103.7%		102.9%		103.5%		105.8%		103.8%		102.9%		96.5%		97.7%		99.1%		102.8%		102.2%		100.2%		102.9%		100.2%		100.9%		97.7%		89.8%		99.1%		103.7%		101.9%		99.9%				客数 キャクスウ		101.8%		103.0%		100.8%		97.6%		91.0%		95.2%		99.8%		97.5%		93.0%		93.9%		99.6%		96.1%								99%		123%		107%

																																				0%		1.30%		-1.42%		1.31%		2.16%		-3.53%		2.12%		1.36%		-1.32%						-2.1%		0.3%		-2.8%		-1.8%		1.7%		-1.2%		0.6%				客単価 キャクタンカ		106.7%		100.9%		103.5%		105.8%		103.8%		102.9%		96.5%		97.7%		99.1%		102.8%		102.2%		100.2%								98%		90%		99%

																																		売上 ウリアゲ																				97.6%		96.8%		97.4%		97.0%		107.3%		103.9%		104.7%		105.0%		111.9%

																																補正後 ホセイ ゴ		客数 キャクスウ		97.6%		92.3%		93.8%		101.1%		99.7%		89.5%		96.0%		101.0%		94.8%		94.9%		96.6%		96.6%		99.3%		119.8%		104.8%		101.0%		102.9%		112.1%

																																		客単価 キャクタンカ		105.8%		103.8%		102.9%		96.5%		97.7%		99.1%		102.8%		102.2%		100.2%		102.9%		100.2%		100.9%		97.7%		89.8%		99.1%		103.7%		101.9%		99.9%

				Net Sales																																																																						Net Sales

				# of guests - Head count																																																																						# of guests - Head count

				Sales per guest  - Average soend per head																																																																						Sales per guest  - Average soend per head



				売上 ウリアゲ																																																																						売上 ウリアゲ

				客数 キャクスウ																																																																						客数 キャクスウ

				客単価 キャクタンカ																																																																						客単価 キャクタンカ



																																		CM		110.0%		110.4%		79.4%		125.7%		73.0%		93.0%



				売上 ウリアゲ																																																																						売上 ウリアゲ

				客数 キャクスウ																																																																						客数 キャクスウ

				客単価 キャクタンカ																																																																						客単価 キャクタンカ



																																				0.9229357851



4月	5月	6月	7月	8月	9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	0.97599999999999998	0.92300000000000004	0.93779999999999997	1.0110999999999999	0.99659999999999993	0.89470000000000005	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1.0580000000000001	1.038	1.0289999999999999	0.96499999999999997	0.97699999999999998	0.99099999999999999	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	0.97599999999999998	0.92300000000000004	0.93779999999999997	1.0110999999999999	0.99659999999999993	0.89470000000000005	0.96020000000000005	1.0096000000000001	0.94779999999999998	0.94899059526460705	0.96625631312856342	0.96596933318853218	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1.0580000000000001	1.038	1.0289999999999999	0.96499999999999997	0.97699999999999998	0.99099999999999999	1.028	1.022	1.002	1.028875789193906	1.0017310931142946	1.0085696062261056	1.0409999999999999	1.0249999999999999	1.0249999999999999	1.042	0.98599999999999999	1.014	0.99099999999999999	0.98599999999999999	1.0169999999999999	0.997	0.995	0.98199999999999998	1.008	0.97599999999999998	0.91	0.95199999999999996	0.998	0.97499999999999998	0.93	0.93900000000000006	0.996	0.96099999999999997	0.94899059526460705	0.96625631312856342	0.98726933318853216	1.0069999999999999	1.026	1.044	1.0580000000000001	1.0569999999999999	1.0369999999999999	1.0149999999999999	1.0189999999999999	1.0580000000000001	1.0349999999999999	1.0369999999999999	1.0289999999999999	1.0349999999999999	1.0580000000000001	1.038	1.0289999999999999	0.96499999999999997	0.97699999999999998	0.99099999999999999	1.028	1.022	1.002	1.028875789193906	1.0017310931142946	1.0085696062261056	



1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	0.94899059526460705	0.96625631312856342	0.96596933318853218	0.99299999999999999	1.198	1.048	1.01	1.0289999999999999	1.121	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1.028875789193906	1.0017310931142946	1.0085696062261056	0.97699999999999998	0.89800000000000002	0.99099999999999999	1.0369999999999999	1.0189999999999999	0.999	







Sheet1

				FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018.2Q

				8,084,319		8,375,678		8,820,127		9,151,859		9,515,486		9,393,999

				8,084		8,376		8,820		9,152		9,515		9,394

												117.7%		112.2%

												1,431

				2013.04-2014.03		2014.04-2015.03		2015.04-2016.03		2016.04-2017.03		2017.04-2018.03		2018.04-2019.03

				2014年
3月期 ネン ガツキ		2015年
3月期 ネン ガツキ		2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		2019年
3月期3Q ネン ガツキ

				8,084,319		8,375,678		8,821,908		9,153,590		9,517,802		9290333.95227737

				8,084		8,376		8,822		9,154		9,518		9,290

												117.7%		114.9%

												1,433,483		1,206,015

				FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018.2Q

				2014年
3月期 ネン ガツキ		2015年
3月期 ネン ガツキ		2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		2019年
3月期3Q ネン ガツキ



2014年	
3月期	2015年	
3月期	2016年	
3月期	2017年	
3月期	2018年	
3月期	2019年	
3月期3Q	8084.3188461100035	8375.6776849462367	8821.9075525010794	9153.5900605864608	9517.8017006252685	9290.3339522773695	

IFRS16

				大きな変更点は、これまでのファイナンス・リースとオペレーティング・リースという分類がなくなり、あらゆるリースが資産計上されることだ。その結果、莫大な金額のリースが企業会計上に表面化することとなる。さらに、損益計算書上では、ほとんどのオペレーティング・リースの初期の影響が大きくなる。つまり、リースの初期費用が上がる。



				2019年の新基準適用以降、上場企業は2017年と18年の財務諸表にさかのぼって新基準適用を求められることとなる。非上場企業に関しても、同様に2018年と19年にさかのぼって適用となる。

				BS												ＰＬ

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				資産 シサン		○						○●				売上 ウリアゲ

				負債 フサイ		○						○●				販管費 ハ				●

																ＥＢＩＴＤＡ

				簿外 ボガイ				●								減価償却 ゲンカ ショウキャク		○						○●

																営業利益 エイギョウ リエキ

																財務費用 ザイム ヒヨウ		○						○●

																税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ





Sheet2

																								（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS（2019/4/1）※												ＰＬ(2019/4/1～2020/3/31)※

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								84,530				売上 ウリアゲ

				リース資産 シサン		5,658										販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン				15,443

				リース負債 フサイ		3,536						82,407				ＥＢＩＴＤＡ

																減価償却 ゲンカ ショウキャク		○						14,584

				簿外 ボガイ				●								営業利益 エイギョウ リエキ

																財務費用 ザイム ヒヨウ		○						498

																税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ



				BS（新規計上額）※ シンキ ケイジョウ ガク

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								78,872

				リース資産 シサン		○

				リース負債 フサイ		○						78,872



				簿外 ボガイ				●

				※IFRS16影響額に関しましては、将来期間の為替レートが不明、減損が未確定、社宅データが最新のものではないなど、

				数値の変動要素はありますので、その点はご留意ください。





Sheet3

																								（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS（2019/4/1）												ＰＬ(2019/4/1～2020/3/31)

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								84,530				売上 ウリアゲ

				リース資産 シサン		5,658										販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン				15,443

				リース負債 フサイ		3,536						82,407				ＥＢＩＴＤＡ

																減価償却 ゲンカ ショウキャク								14,584

				BS（新規計上額） シンキ ケイジョウ ガク												営業利益 エイギョウ リエキ

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン				財務費用 ザイム ヒヨウ								498

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース				税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ

				使用権資産 シヨウケン シサン								78,872

				リース資産 シサン

				リース負債 フサイ								78,872

				※IFRS16影響額に関しましては、将来期間の為替レートが不明、減損が未確定、社宅データが最新のものではないなど、

				数値の変動要素はありますので、その点はご留意ください。





Sheet6

																				（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS期首影響額 キシュ エイキョウガク										ＰＬ影響額(2019/4/1～2019/6/30) エイキョウガク

						旧会計基準(2019/3/31現在) キュウ カイケイ キジュン ゲンザイ		新基準により
追加的に認識(2019/4/1現在) シン キジュン ツイカテキ ニンシキ ゲンザイ		合計 ゴウケイ						旧会計基準 キュウ		IFRS16
影響額 エイキョウガク		新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース

				使用権資産 シヨウケン シサン				78,094		78,094				売上 ウリアゲ		39,212		0		39,212

				有形リース資産(期末帳簿価額) ユウケイ シサン キマツ チョウボ カガク		2,364				2,364				販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン		4,555		-3,735		819

				リース負債 フサイ		3,536		79,928		83,464				ＥＢＩＴＤＡ		3,653		3,624		7,277

				利益剰余金の減少(税効果会計等考慮後) リエキ ジョウヨキン ゲンショウ ゼイ コウカ カイケイ トウ コウリョ ゴ				880		880				減価償却 ゲンカ ショウキャク		1,126		3,624		4,751

														営業利益 エイギョウ リエキ		1,940		111		2,051

														金融費用 キンユウ ヒヨウ		345		124		469

														税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ		1,382		-13		1,369











将来イメージ



						2019年
3月 ネン ガツ		2020年
3月 ネン ガツ		2021年
3月 ネン ガツ		2022年
3月 ネン ガツ								2026年
3月 ネン ガツ				2019年
3月 ネン ガツ		2020年
3月 ネン ガツ		2021年
3月 ネン ガツ		2022年
3月 ネン ガツ				2026年
3月 ネン ガツ

				仮 カリ		145,190		166,116		192,054		218,455								350,000				145,190		166,116		192,054		218,455				350,000

								114%		116%		114%								ERROR:#DIV/0!						114%		116%		114%				ERROR:#DIV/0!

						0		39,203		52,239		67,284								150,000				0		39,203		52,239		67,284				150,000

																				500,000														500,000



								205,319		244,293		285,739														205,319		244,293		285,739

						120%		124%		127%		131%		134%		138%		142%		142%				120%		124%		127%		131%		ERROR:#REF!		142%





















































2019年	
3月	2020年	
3月	2021年	
3月	2022年	
3月	2026年	
3月	145190	166116	192054	218455	350000	2019年	
3月	2020年	
3月	2021年	
3月	2022年	
3月	2026年	
3月	1.2	1.236	1.272	1.3080000000000001	1.3440000000000001	1.3800000000000001	1.4160000000000001	1.42	2019年	
3月	2020年	
3月	2021年	
3月	2022年	
3月	2026年	
3月	145190	166116	192054	218455	350000	2019年	
3月	2020年	
3月	2021年	
3月	20	22年	
3月	2026年	
3月	0	39203.375999999989	52238.687999999995	67284.140000000014	150000	

Sheet7

				現状 ゲンジョウ												修正案 シュウセイ アン

						店舗数 テンポ スウ		売上（億円） ウリアゲ オク エン		売上（億円）
/店 ウリアゲ オク エン テン		月商（万円）
/店 ゲツ ショウ マン エン テン						店舗数 テンポ スウ		売上（億円） ウリアゲ オク エン		売上（億円）
/店 ウリアゲ オク エン テン		月商（万円）
/店 ゲツ ショウ マン エン テン

				北米 ホクベイ		1,000		1,000		1.0		833				北米 ホクベイ		1,000		1,000		1.0		833

				中南米 チュウナンベイ		200		100		0.5		417				中南米 チュウナンベイ		200		150		0.8		625

				欧州(+中東） オウシュウ チュウトウ		500		50		0.1		83		⇒		欧州(+中東） オウシュウ チュウトウ		500		350		0.7		583

				アジア		2,300		1,350		0.6		489				アジア		2,000		1,250		0.6		521

				日本 ニホン		2,000		2,500		1.3		1,042				日本 ニホン		2,000		2,000		1.0		833

																　TDJ以外 イガイ		300		250		0.8		694

						6,000		5,000		0.8		694						6,000		5,000		0.8		694
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中期3ヵ年計画（連結）
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（単位：百万円）

中期3ヵ年計画（連結）

金額 売上比 前年比 金額 売上比 前年比 金額 売上比 前年比

売上収益 159,060 - 109.7% 174,683 - 109.8% 200,803 - 115.0%

調整後EBITDA 29,640 18.6% 239.0% 32,373 18.5% 109.2% 36,161 18.0% 111.7%

営業利益 6,689 4.2% 290.6% 9,086 5.2% 135.8% 12,045 6.0% 132.6%

税引前当期利益 5,266 3.3% 393.9% 8,500 4.9% 161.4% 11,481 5.7% 135.1%

当期利益 2,704 1.7% 1223.5% 5,615 3.2% 207.7% 7,712 3.8% 137.3%

親会社の所有者に
帰属する当期利益 2,610 1.6% 977.5% 5,434 3.1% 208.2% 7,488 3.7% 137.8%

2022年3月期2021年3月期2020年3月期

出店

　国内

　海外

累計店舗数

　国内

　海外

1,156 1,278 1,461

674 836 1,024

76 138

188

199

213

221

1,830

326

2,114

412

2,485

145


2Q



				連結PL (IFRS) レンケツ

						第2四半期 ダイ シハンキ						計画 ケイカク								前年同期 マエ ネン ドウキ キ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネンヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		80,017		100.0%		111.2%		77,748		100.0%		102.9%				71,981		100.0%

				事業利益 ジギョウ リエキ		5,840		7.3%		132.9%		3,651		4.7%		160.0%				4,393		6.1%

				EBITDA		15,499		19.4%		231.2%		13,793		17.7%		112.4%				6,705		9.3%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		15,560		19.4%		226.4%		14,093		18.1%		110.4%				6,872		9.5%

				営業利益 エイギョウ リエキ		5,084		6.4%		123.3%		3,359		4.3%		151.4%				4,122		5.7%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		4,100		5.1%		99.3%		3,073		4.0%		133.4%				4,128		5.7%

				四半期利益 シハンキ リエキ		2,601		3.3%		89.0%		2,009		2.6%		129.5%				2,923		4.1%				←値張り注意 アタイ バ チュウイ

				親会社の所有者に帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウ キ リエキ		2,569		3.2%		87.1%		1,948		2.5%		131.9%				2,948		4.1%



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		108.5%		47,039		100.0%		104.6%				45,346		100.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%				←　自動リンク ジドウ







				Consolidated PL (IFRS)																												Planned（計画した・された）　

						2Q FY 2019 						2Q FY 2019 (forecast) 								Previous period												一語だけでは違和感がありますがいかがでしょうか

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 				Amount		% to Revenue

				Revenue		80,017		100.0%		111.2%		77,748		100.0%		102.9%				71,981		100.0%										上期計画　H1 2018 (forecast) 

				Contribution margin		5,840		7.3%		132.9%		3,651		5%		160.0%				4,393		6.1%

				EBITDA		15,499		19.4%		231.2%		13,793		18%		112.4%				6,705		9.3%

				Adjusted EBITDA		15,560		19.4%		226.4%		14,093		18.1%		110.4%				6,872		9.5%										売上費　% to Sales 

				Operating profit		5,084		6.4%		123.3%		3,359		4.3%		151.4%				4,122		5.7%

				Profit before tax		4,100		5.1%		99.3%		3,073		4.0%		133.4%				4,128		5.7%										計画比 % to Plan 

				Profit for the year		2,601		3.3%		89.0%		2,009		2.6%		129.5%				2,923		4.1%

				Profit for the year attributable to owners of the parents		2,569		3.2%		87.1%		1,948		2.5%		131.9%				2,948		4.1%										前年比 YoY



				Marugameseimen segment																												英語では、表記の統一が重要になります。

				Revenue		49,183		100%		108.5%		47,039		100%		104.6%				45,346		100%										Pnanned(FY2018 2Q)

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%										 (2Q 2018) と期が前に来ます。

				Overseas segment																												カッコの前後には半角スペースが必要です。

				Revenue		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%





















4Q1



				連結PL (IFRS) レンケツ

						当期 トウキ										計画 ケイカク								前期 ゼンキ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		進捗率 シンチョク リツ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネンヒ				※値張りがあるので、計算式をチェック アタイ バ ケイサン シキ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		116,504		100.0%		49,660		100.0%		114.5%		112,233		100.0%		103.8%				101,779		100.0%		114.5%

				EBITDA		11,745		10.1%		-		-		-		-		-		-				12,167		12.0%		96.5%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		12,362		10.6%		-		-		96%		14,057		12.5%		87.9%				12,934		12.7%		95.6%

				営業利益 エイギョウ リエキ		7,635		6.6%		4,490		9.0%		88.6%		8,851		7.9%		86.3%				8,619		8.5%		88.6%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		7,175		6.2%		4,380		8.8%		84.8%		8,993		8.0%		79.8%				8,466		8.3%		84.8%

				当期利益 トウキ リエキ		4,663		4.0%		2,800		5.6%		83.5%		5,968		5.3%		78.1%				5,585		5.5%		83.5%				78.1%		※値張り アタイ バ

				親会社の所有者に帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウ キ リエキ		4,665		4.0%		2,810		5.7%		82.8%		5,970		5.3%		78.1%				5,631		5.5%		82.8%				78.1%		※値張り アタイ バ



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		49,660		100.0%		57.5%		89,306		100.0%		55.1%				85,598		100.0%		57.5%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		7,832		6.7%		-		-		-		14,913		-		-				13,674		13.4%		57.3%				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		49,660		100.0%		287.0%		6,876		100.0%		243.2%				5,826		100.0%		287.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		2,352		2.0%		-		-		-		366		-		-				363		0.4%		647.9%				←　自動リンク ジドウ

										　







				Consolidated PL (IFRS)

						FY 2017										FY 2017 Plan								Previous period

						Amount		Ratio to
Revenue		Planned		Ratio to
Revenue		Ratio to
Plannede		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Planned				Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		116,504		100.0%		49,660		100.0%		114.5%		112,233		100.0%		103.8%		0		101,779		100.0%		114.5%

				EBITDA		11,745		10.1%		-		-		-		-		-		-		0		12,167		12.0%		96.5%

				Adjusted EBITDA		12,362		10.6%		-		-		96%		14,057		12.5%		87.9%		0		12,934		12.7%		95.6%

				Operating profit		7,635		6.6%		4,490		9.0%		88.6%		8,851		7.9%		86.3%		0		8,619		8.5%		88.6%

				Profit before tax		7,175		6.2%		4,380		8.8%		84.8%		8,993		8.0%		79.8%		0		8,466		8.3%		84.8%

				Profit for the year		4,663		4.0%		2,800		5.6%		83.5%		5,968		5.3%		78.1%		0		5,585		5.5%		83.5%

				Profit for the year attributable to owners of the parents		4,665		4.0%		2,810		5.7%		82.8%		5,970		5.3%		78.1%		0		5,631		5.5%		82.8%

				Marugameseimen segment

				Revenue		49,183		100.0%		49,660		100.0%		57.5%		89,306		100.0%		55.1%		0		85,598		100.0%		57.5%

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		6.7%		-		-		-		14,913		-		-		0		13,674		13.4%		57.3%

				Overseas segment

				Revenue		16,720		100.0%		49,660		100.0%		287.0%		6,876		100.0%		243.2%		0		5,826		100.0%		287.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		2,352		2.0%		-		-		-		366		-		-		0		363		0.4%		647.9%





4Q



				連結PL (IFRS) レンケツ

						当期 トウキ						計画 ケイカク								前期 マエ ドウキ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		145,022		100.0%		124.5%		144,673		100.0%		100.2%				116,504		100.0%		124.5%

				EBITDA		8,671		6.0%		73.8%		-		-		-				11,745		10.1%		73.8%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		12,402		8.6%		100.3%		-		-		-				12,362		10.6%		100.3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		2,302		1.6%		30.2%		4,710		3.3%		48.9%				7,635		6.6%		30.2%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		1,337		0.9%		18.6%		4,219		2.9%		31.7%				7,175		6.2%		18.6%

				当期利益 トウキ リエキ		221		0.2%		4.7%		3,017		2.1%		7.3%				4,663		4.0%		4.7%				←値張り注意 アタイ バ チュウイ

				親会社の所有者に帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウ キ リエキ		267		0.2%		5.7%		3,105		2.1%		8.6%				4,665		4.0%		5.7%



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		108.5%		47,039		100.0%		104.6%				45,346		100.0%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%		0.0%				←　自動リンク ジドウ







				Consolidated PL (IFRS)																														Planned（計画した・された）　

						FY 2019 						Full -year forecast								FY 2018														一語だけでは違和感がありますがいかがでしょうか

						Millions of yen		Ratio to revenue		YoY change		Millions of yen		Ratio to revenue		Ratio to budget				Millions of yen		Ratio to revenue		YoY change

				Revenue		145,022		100.0%		124.5%		144,673		100.0%		100.2%				116,504		100.0%		124.5%										上期計画　H1 2018 (forecast) 

				EBITDA		8,671		6.0%		73.8%		-		-		-				11,745		10.1%		73.8%

				Adjusted EBITDA		12,402		8.6%		100.3%		-		-		-				12,362		10.6%		100.3%										売上費　% to Sales 

				Operating profit		2,302		1.6%		30.2%		4,710		3.3%		48.9%				7,635		6.6%		30.2%

				Profit before tax		1,337		0.9%		18.6%		4,219		2.9%		31.7%				7,175		6.2%		18.6%										計画比 % to Plan 

				Profit for the year		221		0.2%		4.7%		3,017		2.1%		7.3%				4,663		4.0%		4.7%

				Profit for the year attributable to owners of the parents		267		0.2%		5.7%		3,105		2.1%		8.6%				4,665		4.0%		5.7%										前年比 YoY



				Marugameseimen segment																														英語では、表記の統一が重要になります。

				Revenue		49,183		100%		108.5%		47,039		100%		104.6%				45,346		100%		0.0%										Pnanned(FY2018 2Q)

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%		0.0%										 (2Q 2018) と期が前に来ます。

				Overseas segment																														カッコの前後には半角スペースが必要です。

				Revenue		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%		0.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%		0.0%





















丸亀PL



				※項目　丸亀製麺を更新すれば他のセグメントもリンク コウモク マ コウシン タ																																																				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期 ダイ シハンキ						計画 ケイカク										前年同期 ゼンネン ドウキ																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキ ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキ ヒ																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		108.5%		47,039		100.0%		104.6%		104.6%				45,346		100.0%		108.5%																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%		117.8%				6,595		14.5%		118.8%		1,237																												税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Marugameseimen segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		49,183		100%		108.5%		47,039		100%		104.6%		104.6%				45,346		100%		108.5%										19,324		-		254.5%

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%		117.8%				6,595		14.5%		118.8%										14,576		75.4%		53.7%























とん一PL



																																																								その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				豚屋とん一セグメントPL  ブタ ヤ イチ																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期						計画										前年同期																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		1,827		100.0%		95.5%		1,940		100.0%		94.2%		94.2%				1,914		100.0%		95.5%																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ		55		3.0%		-		29		1.5%		188.2%		-				△ 12		-		-458.3%		67																												税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Butaya tonichi segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		1,827		100.0%		95.5%		1,940		100.0%		94.2%		94.2%				1,914		100.0%		95.5%										19,324		-		9.5%

				Operating profit of Butaya tonichi segment		55		3.0%		-		29		1.5%		2		-				△ 12		-		-458.3%										14,576		75.4%		0.4%























カフェPL



																																																								その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				カフェセグメントPL 																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期						計画										前年同期																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		2,595		100.0%		149.0%		2,278		100.0%		113.9%		113.9%				1,742		100.0%		149.0%																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ		116		4.5%		-		94		4.1%		123.4%		-				69		-		168.1%		47																												税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Butaya tonichi segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		2,595		100.0%		149.0%		2,278		100.0%		113.9%		113.9%				1,742		100.0%		149.0%										19,324		-		13.4%

				Operating profit of Butaya tonichi segment		116		4.5%		-		94		4.1%		1		-				69		-		168.1%										14,576		75.4%		0.8%























海外ＰＬ

				海外事業セグメントＰＬ カイガイ ジギョウ

						第2四半期						計画										前年同期

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%		102.0%				14,906		100.0%		112.2%

				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%		124.5%				1,695		11.4%		138.8%		657







				Overseas segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%		102.0%				14,906		100.0%		112.2%

				Operating profit of Overseas segment		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%		124.5%				1,695		11.4%		138.8%

















店舗数



								2019年
3月末 ネン ガツ マツ		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								出店		退店		2019年
9月末 ネン ガツ マツ

										1Q		2Q		3Q		4Q

				国内 コクナイ				1,103		7		0		-2		-4		36		16		1,123

						内、丸亀製麺 ウチ		817		7				-2		-4		11		4		824

				海外 カイガイ				575		-1				1		1		61		34		602

				合 計 ゴウ ケイ				1,678		6		0		-1		-3		97		50		1,725





								2019
Mar		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								Open		Close		2019
June

										1Q		2Q		3Q		4Q

				Domestic				1,103		7		0		(2)		(4)		36		16		1,123

						Marugame Seimen		817		7		0		(2)		(4)		11		4		824

				Overseas				575		(1)		0		1		1		61		34		602

				Total				1,678		6		0		(1)		(3)		97		50		1,725



















国内店舗数

				国内 コクナイ

				運営業態 ウンエイ ギョウタイ						2019年
3月末 ネン ガツ マツ		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								累計 ルイケイ				2019年
9月末 ネン ガツ マツ

												1Q		2Q		3Q		4Q		出店 シュッテン		退店 タイ テン

				丸亀製麺（うどん） マルガメ セイメン						817		5		1		2		-3		11		4		824

						RS				637		7				-2		-4		4		3		638

						SC				180		-2		1		4		1		7		1		186

				とりどーる（焼き鳥） ヤ トリ						15		-1		-1						0		2		13

				豚屋とん一等（豚カツ・トンテキ） ブタ ヤ イチ トウ トン						53										1		0		54

				丸醤屋（ラーメン） マル ジャン ヤ						11								-1		0		1		10

				長田本庄軒（焼きそば） ナ ヤ						10										2		0		12

				コナズ珈琲等（カフェ） コーヒー トウ						29										4		0		33

				天ぷらまきの（天ぷら定食） テン テン テイショク						11										5		0		16

				晩杯屋（立ち飲み） ※1 バン ハイ ヤ タ ノ						49										0		4		45

				ずんどう屋（ラーメン） ヤ						45										3		0		48

				その他 タ						63		-1				1		1		10		5		68				出店 シュッテン		ヤマキ 7、鳥八代 １、いぶき １、福はうち １ トリ ハチダイ フク

				合 計 ゴウ ケイ						1,103		3		0		3		-3		36		16		1,123				退店 タイテン		Collective 2、麺屋どおり １、ヤマキ ２、 メン ヤ









				Domestic

				Brands						Mar
2019		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								During period				Sep
2019								Roadside locations "roadside"は一語です。

												1Q		2Q		3Q		4Q		Open		Close

				Marugame Seimen (Udon)						817		5		1		2		-3		11		4		824								Mall locations/Shopping center locaitons

						Roadside locations				637		7		0		-2		-4		4		3		638

						Shopping center locaitons				180		-2		1		4		1		7		1		186								ショッピングセンターは固有名詞ではないので

				Toridoll (Yakitori)						15		-1		-1		0		0		0		2		13								最初だけ大文字です。

				Butaya Tonichi （Tonkatsu,tonteki）						53		0		0		0		0		1		0		54								とんいちの表記の揺らぎを統一する必要があります

				Marushoya (Ramen)						11		0		0		0		-1		0		1		10

				Nagatahonjoken (Yakisoba)						10		0		0		0		0		2		0		12

				Kona's CoffeeRoasted（Cafe）						29		0		0		0		0		4		0		33

				Makino（Tenpura）						11		0		0		0		0		5		0		16

				Banpaiya (Standing Bar)						49		0		0		0		0		0		4		45

				Zundoya (Ramen)						45		0		0		0		0		3		0		48

				Others						63		-1		0		1		1		10		5		68

				Total						1,103		3		0		3		-3		36		16		1,123























海外店舗数

						海外 カイガイ

						業態 ギョウタイ		運営形態 ウンエイ ケイタイ		持分
比率 モチブン ヒリツ		エリア		直営 チョクエイ								FC								総合計 ソウ ゴウケイ

														2019年 ネン		通期累計 ツウキ ルイ ケイ				2019年 ネン		2019年 ネン		通期累計 ツウキ ルイ ケイ				2019年 ネン

														3月末 ガツ マツ		出店 シュッテン		退店 シリゾ ミセ		9月末 ガツ マツ		3月末 ガツ マツ		出店 シュッテン		退店 シリゾ ミセ		9月末 ガツ マツ

						丸亀製麺 マルガメ セイメン		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		6		2		0		8		0		0		0		0		8

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		韓国 カンコク		6		0		-1		5		4		0		0		4		9

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		90%		台湾 タイワン		30		1		0		31		0		0		0		0		31

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		65%		カンボジア		2		0		-1		1		0		2		0		2		3

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		タイ		19		0		0		19		0		0		0		0		19

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		37%		中国 チュウゴク		76		9		-10		75		5		0		0		5		80		(丸亀製麺等） マルガメ セイメン トウ

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		33%		シンガポール		3		0		0		3		0		0		0		0		3

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		インドネシア		0		0		0		0		51		7		-1		57		57

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		ベトナム		0		0		0		0		10		0		0		10		10

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		オーストラリア		0		0		0		0		2		2		0		4		4

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		フィリピン		0		0		0		0		4		3		0		7		7

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		ロシア		0		0		0		0		6		1		0		7		7		⇒　次回より「ロイヤリティ収入」に変更 ジカイ シュウニュウ ヘンコウ

						譚仔雲南米線		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		中国(香港） チュウゴク ホンコン		53		2		0		55		0		0		0		0		55

						譚仔三哥米線		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		中国(香港） チュウゴク		54		4		0		58		0		0		0		0		58

						MONSTER CURRY		連結子会社 レンケツ コガイシャ		70%		シンガポール		13		0		0		13		0		0		0		0		13

						Wok to Walk		連結子会社 レンケツ コガイシャ		60%		欧州等 オウシュウ トウ		2		0		-2		0		101		11		-6		106		106		←将来的にはエリア別記載とChill Chillの分離を検討 ショウライテキ ベツ キサイ ブンリ ケントウ

						Boat Noodle等 トウ		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		49%		マレーシア等 トウ		65		3		-10		58		6		3		0		9		67		←ＦＣ：インドネシア、ブルネイ、シンガポール

						Boat Noodle		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		ミャンマー		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Shoryu（昇龍） ショウリュウ		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		39%		イギリス		11		0		0		11		0		0		0		0		11

						Poke		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		アメリカ等 トウ		32		0		-1		31		7		11		0		18		49

						とん一 イチ		連結子会社 レンケツ コガイシャ		90%		台湾 タイワン		4		0		-2		2		0		0		0		0		2

						Tokyo Table		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		1		0		0		1		0		0		0		0		1		←Saly Papa含む フク

						Crackin' Kitchen等 トウ		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						合　計 ア ケイ								379		21		-27		373		196		40		-7		229		602



						Overseas

						Brands		Units		Shareholding ratio		Area		 Own stores								FC								Total										3Q FY2017

														2019		FY2019				2019		2019		FY2019				2019												Open　Openings

														Mar		Openings		Closures		Sep		Mar		Openings		Closures		Sep												Close　Closures

						Marugame Seimen		Subsidiaries		100%		USA		6		2		0		8		0		0		0		0		8										Direct operation → Own stores

								Subsidiaries		100%		Korea		6		0		-1		5		4		0		0		4		9										Investment ratio → Shareholding ratio

								Subsidiaries		90%		Taiwan		30		1		0		31		0		0		0		0		31										Operation form → Units

								Subsidiaries		65%		Cambodia		2		0		-1		1		0		2		0		2		3										JVs → Joint ventures

								JVs		40%		Thailand		19		0		0		19		0		0		0		0		19

								JVs		37%		China		76		9		-10		75		5		0		0		5		80		(丸亀製麺等） マルガメ セイメン トウ								Zundouya は海外では　Zund　でしょうか

								JVs		33%		Singapore		3		0		0		3		0		0		0		0		3										また雲南ヌードルの社名も英語にしてください

								FCs		-		Indonesia		0		0		0		0		51		7		-1		57		57										Tam Jai Yunnan Mixian  

								FCs		-		Vietnam		0		0		0		0		10		0		0		10		10										Tam Jai Sam Gor Mixian

								FCs		-		Australia		0		0		0		0		2		2		0		4		4

								FCs		-		Philippines		0		0		0		0		4		3		0		7		7

								FCs		-		Russia		0		0		0		0		6		1		0		7		7										FCS → Franchise stores

						Tam Jai Yunnan Mixian  		Subsidiaries		100%		China		53		2		0		55		0		0		0		0		55

						Tam Jai Sam Gor Mixian		Subsidiaries		100%		China		54		4		0		58		0		0		0		0		58

						MONSTER CURRY		Subsidiaries		70%		Singapore		13		0		0		13		0		0		0		0		13

						Wok to Walk		Subsidiaries		60%		Europe, etc		2		0		-2		0		101		11		-6		106		106

						Boat Noodle, etc		JVs		49%		Malaysia, etc		65		3		-10		58		6		3		0		9		67		←将来的にはエリア別記載とChill Chillの分離を検討 ショウライテキ ベツ キサイ ブンリ ケントウ

						Boat Noodle		JVs		40%		Myanmar		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Shoryu		JVs		39%		UK		11		0		0		11		0		0		0		0		11

						Poke		JVs				USA, etc		32		0		-1		31		7		11		0		18		49

						Ton-ichi		Subsidiaries		90%		Taiwan		4		0		-2		2		0		0		0		0		2

						Tokyo Table		Subsidiaries		100%		USA		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Crackin' Kitchen		Subsidiaries		100%		USA		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Total								379		21		-27		373		196		40		-7		229		602







販管費

						↓　値張り アタイ バ																				Dec
2016		Increase of COGS ratio		Increase of labor cost ratio		Decrease of utitily cost ratio		Increase of Advertising cost ratio		Decrease of other cost ratio		Dec
2017						Outsourced expenses cost ratio

				IFRS																				A		0.0%		6.1%		5.2%		5.2%		5.37%		5.373%		0.0%						4.68%

						当期 トウ キ		前期 ゼン キ		当期 トウ キ		前期 ゼン キ												B		6.6%		0.5%		1.0%		0.3%		0.1%		0.1%		5.5%						0.7%

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		84,611,870,484		76,410,732,534		100.0%		100.0%								6.63%								7.1%		6.2%		5.5%		5.60%		5.47%								6.29%

				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		22,114,638,095		19,597,952,094		26.1%		25.6%		0.49%		0.5%				0.49%																		-0.003%

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		62,497,232,389		56,812,780,440		73.9%		74.4%		-0.49%		-0.5%				0.95%						12.63%												11.38%

				人件費 ジンケンヒ		25,998,829,075		22,750,669,742		30.7%		29.8%		0.95%		1.0%				-0.30%

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		5,600,694,221		5,285,510,882		6.6%		6.9%		-0.30%		-0.3%				0.11%

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		3,008,620,794		2,630,257,849		3.6%		3.4%		0.11%		0.2%				0.30%

				外部委託費 ガイブ イタク ヒ		1,204,491,635		556,939,561		1.4%		0.7%		0.69%		0.9%

				減価償却 ゲンカ ショウキャク		2,822,536,290		2,630,600,253		3.3%		3.4%		-0.11%		0.1%

				非経常的費用項目 ヒ ケイジョウ テキ ヒヨウ コウモク						0.0%		0.0%		0.00%		0.0%

				その他経費 タ ケイヒ		20,280,276,639		18,621,209,302		24.0%		24.4%		-0.40%		-0.4%

				販管費合計 ハンカンヒ ゴウケイ		56,092,912,364		49,844,587,336		66.3%		65.2%		1.06%		1.1%

				減損損失 ゲンソン ソンシツ		197,019,359		174,192,361		0.2%		0.2%		0.00%		0.0%

				その他の営業収益		209,974,802		373,096,998		0.2%		0.5%		-0.24%		-0.2%

				その他の営業費用		290,358,876		182,532,680		0.3%		0.2%		0.10%		0.1%

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,126,916,592		6,984,565,061		7.2%		9.1%		-1.90%		-1.9%

				金融収益		214,537,303		158,888,535		0.3%		0.2%		0.05%		0.0%

				金融費用		204,615,613		209,755,449		0.2%		0.3%		-0.03%		-0.0%

				持分法による投資損益		(45,923,735)		32,780,539		-0.1%		0.0%		-0.10%		-0.1%

				税引前利益-IFRS		6,090,914,547		6,966,478,686		7.2%		9.1%		-1.92%		-1.9%



				EBITDA		9,029,836,956		9,424,600,996		10.7%		12.3%		-1.66%		-1.7%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		9,625,721,108		9,650,528,423		11.4%		12.6%		-1.25%		0.1%





				※アウトラインの資料は＋－がややこしいので、アウトラインと違う資料をもらうこと！ シリョウ チガ シリョウ



						当期 トウ キ				前期 ゼン キ

				売上収益-IFRS		84,611,870,484				76,410,732,534

				売上原価-IFRS		22,114,638,095		26.1%		19,597,952,094		25.6%		0.5%

				売上総利益-IFRS		62,497,232,389		73.9%		56,812,780,440		74.4%		-0.5%

				役員報酬		108,250,002		0.1%		96,300,000		0.1%		0.0%

				従業員給与手当		4,251,910,385		5.0%		3,264,218,911		4.3%		0.8%

				従業員賞与		294,363,696		0.3%		347,556,450		0.5%		-0.1%

				従業員賞与引当金繰入額		263,711,252		0.3%		178,669,616		0.2%		0.1%

				アルバイト料		18,107,580,347		21.4%		16,321,483,339		21.4%		0.0%

				法定福利費		1,892,859,523		2.2%		1,521,885,102		2.0%		0.2%

				厚生費		273,222,179		0.3%		236,219,611		0.3%		0.0%

				退職給付費用		149,941,697		0.2%		133,743,809		0.2%		0.0%

				研修費		91,559,816		0.1%		53,362,661		0.1%		0.0%

				株式報酬費用		54,682,240		0.1%		61,835,720		0.1%		-0.0%

						25,998,829,075		30.7%		22,750,669,742		29.8%		1.0%

				減価償却費(販管)		2,822,536,290		3.3%		2,630,600,253		3.4%		-0.11%

				地代家賃		8,669,876,965		10.2%		7,984,604,610		10.4%		-0.20%

				電気料金		3,114,409,866		3.7%		2,811,307,132		3.7%		0.00%

				ガス料金		604,463,439		0.7%		521,485,071		0.7%		0.03%

				水道料金		1,861,837,616		2.2%		1,932,147,803		2.5%		-0.3%

						5,600,694,221		6.6%		5,285,510,882		6.9%		-0.3%

				備品消耗品費		1,536,121,739		1.8%		1,423,941,890		1.9%		-0.0%

				厨房備品食器費		616,137,407		0.7%		622,442,100		0.8%		-0.1%

				炭代		19,983,300		0.0%		20,570,876		0.0%		-0.0%

				被服費		310,825,129		0.4%		273,273,775		0.4%		0.0%

				開店時経費		250,779,337		0.3%		163,398,764		0.2%		0.1%

				定期メンテナンス費		476,580,650		0.6%		390,988,628		0.5%		0.1%

				保守点検料		2,054,919		0.0%		354,650		0.0%		0.0%

				警備料		595,671,384		0.7%		551,618,341		0.7%		-0.0%

				求人広告費		510,747,938		0.6%		535,394,523		0.7%		-0.1%

				支払手数料		657,366,431		0.8%		473,775,940		0.6%		0.2%

				荷造費		1,896		0.0%				0.0%		0.0%

				運搬費		964,386		0.0%				0.0%		0.0%

				リース・賃借料		26,867,764		0.0%		13,271,124		0.0%		0.0%

				外部委託費		1,204,491,635		1.4%		556,939,561		0.7%		0.7%												Dec
2016		Increase of COGS ratio		Increase of labor cost ratio		Decrease of utitily cost ratio		Increase of Advertising cost ratio		Decrease of other cost ratio		Dec
2017

				寄付金		15,017,016		0.0%		6,152,671		0.0%		0.0%												0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.00%		0.000%		0.0%

				衛生管理費		692,339,799		0.8%		609,215,331		0.8%		0.0%

				塵芥料		530,476,058		0.6%		504,529,603		0.7%		-0.0%												H29.3期
3Q キ		売上
原価率
の増加 ウリアゲ ゲンカ リツ ゾウカ		人件費率
の増加 ジンケンヒ リツ ゾウカ		水道
光熱費率
の減少 スイドウ コウネツヒ リツ ゲンショウ		広告宣伝費率
の増加 コウコク センデンヒ リツ ゾウカ		その他
経費率
の増加 タ ケイヒ リツ ゾウカ		H30.3期
3Q キ						外部委託費
の増加 ガイブ イタク ヒ ゾウカ

				お客様対応費		14,658,964		0.0%		13,904,231		0.0%		-0.0%

				商品開発費		48,854,784		0.1%		28,088,380		0.0%		0.0%

				業態開発費		7,795,434		0.0%		9,889,498		0.0%		-0.0%

				広告宣伝費		3,008,620,794		3.6%		2,630,257,849		3.4%		0.1%

				福利厚生費(販管)		1,296,795		0.0%				0.0%		0.0%

				接待交際費		85,773,510		0.1%		94,771,534		0.1%		-0.0%

				会議費		20,621,775		0.0%		13,479,002		0.0%		0.0%																悪化 アッカ		改善 カイゼン

				旅費交通費		641,341,918		0.8%		514,056,094		0.7%		0.1%														12.6%						12.6%

				通信費		406,286,357		0.5%		402,376,664		0.5%		-0.0%												原価 ゲンカ				0.5%				12.1%

				事業税等		4,283,742		0.0%				0.0%		0.0%												人件費 ジンケンヒ				1.0%				11.2%

				租税公課		383,083,463		0.5%		721,992,640		0.9%		-0.5%												水道光熱費 スイドウ コウネツヒ						0.3%		11.5%

				修繕費		1,010,202,596		1.2%		817,273,886		1.1%		0.1%												広告宣伝費 コウコク センデンヒ				0.1%				11.3%

				保険料		141,634,593		0.2%		117,153,401		0.2%		0.0%												外部委託費 ガイブ イタク ヒ				0.7%				10.6%

				貸倒引当金繰入額(販管)				0.0%		0		0.0%		0.0%																				10.6%

				のれん償却額				0.0%		0		0.0%		0.0%

				雑費		315,321,537		0.4%		240,056,292		0.3%		0.1%														11.4%						0.8%

				為替換算誤差		(4,495,999)		-0.0%		0		0.0%		-0.0%

				販売費及び一般管理費-IFRS		56,092,912,364		66.3%		49,844,587,336		65.2%		1.1%

				減損損失(特別)		197,019,359		0.2%		174,192,361		0.2%		0.0%

				減損損失-IFRS		197,019,359		0.2%		174,192,361		0.2%		0.0%

				受取協賛金		28,347,221		0.0%		7,182,014		0.0%		0.0%

				受取給付金				0.0%		18,631,066		0.0%		-0.0%

				受取保険金		8,389,093		0.0%		20,827,797		0.0%		-0.0%

				受取地代家賃		39,790,668		0.0%		29,405,074		0.0%		0.0%

				店舗閉鎖損失引当金戻入益		3,024,900		0.0%		42,842,250		0.1%		-0.1%

				その他の営業外収益		129,591,887		0.2%		103,524,768		0.1%		0.0%

				その他特別利益		831,033		0.0%		150,684,029		0.2%		-0.2%

				負ののれん償却額				0.0%		0		0.0%		0.0%

				その他の営業収益-IFRS		209,974,802		0.2%		373,096,998		0.5%		-0.2%

				固定資産除却損（営業外）		189,939,267		0.2%		63,302,783		0.1%		0.1%

				固定資産売却損(特別)		1,891,623		0.0%		5,436,180		0.0%		-0.0%

				固定資産除却損(特別)		15,054,213		0.0%		1,613,675		0.0%		0.0%

				その他の営業外費用		81,259,435		0.1%		30,858,047		0.0%		0.1%

				その他特別損失		2,214,338		0.0%		81,321,995		0.1%		-0.1%

				その他の営業費用-IFRS		290,358,876		0.3%		182,532,680		0.2%		0.1%

				営業利益-IFRS		6,126,916,592		7.2%		6,984,565,061		9.1%		-1.9%

				受取利息		111,269,374		0.1%		132,166,662		0.2%		-0.0%

				受取配当金		0		0.0%		1,082,988		0.0%		-0.0%

				為替差益		102,406,861		0.1%		25,243,762		0.0%		0.1%

				貸倒引当金戻入額		861,068		0.0%		395,123		0.0%		0.0%

				金融収益-IFRS		214,537,303		0.3%		158,888,535		0.2%		0.0%

				支払手数料（営業外）		176,301		0.0%				0.0%		0.0%

				支払利息及び割引料		204,439,312		0.2%		209,738,516		0.3%		-0.0%

				投資有証評価損(特別)				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替差損		0		0.0%		0		0.0%		0.0%

				貸倒引当金繰入額(営業外)				0.0%		16,933		0.0%		-0.0%

				金融費用-IFRS		204,615,613		0.2%		209,755,449		0.3%		-0.0%

				金融収益・費用純額-IFRS		9,921,690		0.0%		(50,866,914)		-0.1%		0.1%

				持分法による投資利益		0		0.0%		32,780,539		0.0%		-0.0%

				持分法による投資損失		45,923,735		0.1%		0		0.0%		0.1%

				持分法による投資損益-IFRS		(45,923,735)		-0.1%		32,780,539		0.0%		-0.1%

				税引前利益-IFRS		6,090,914,547		7.2%		6,966,478,686		9.1%		-1.9%

				法人税、住民税及び事業税		2,268,587,516		2.7%		2,404,932,387		3.1%		-0.5%

				法人税等調整額		(168,234,397)		-0.2%		(125,953,201)		-0.2%		-0.0%

				法人所得税費用-IFRS		2,100,353,119		2.5%		2,278,979,186		3.0%		-0.5%

				当期利益-IFRS		3,990,561,428		4.7%		4,687,499,500		6.1%		-1.4%

				少数株主損益		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				少数株主損益(控除)		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				当期利益(計)		3,976,600,697		4.7%		4,703,918,074		6.2%		-1.5%

				少数株主損益(加算)		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				少数株主損益調整前当期純利益2		3,990,561,428		4.7%		4,687,499,500		6.1%		-1.4%

				為替換算調整勘定-期首調整				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定-増減		(24,512,511)		-0.0%		(673,794,264)		-0.9%		0.9%

				為替換算調整勘定-組替調整額				0.0%		(8,967,051)		-0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定-換算調整		190,918,936		0.2%		(222,390,934)		-0.3%		0.5%

				為替換算調整勘定-税効果				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定		166,406,425		0.2%		(905,152,249)		-1.2%		1.4%

				在外営業活動体の換算差額-IFRS		166,406,425		0.2%		(905,152,249)		-1.2%		1.4%

				為替換算調整勘定-持分損益		60,941,835		0.1%		(655,780,616)		-0.9%		0.9%

				持分法適用会社に対する持分相当額		60,941,835		0.1%		(655,780,616)		-0.9%		0.9%

				その他の包括利益合計-IFRS		227,348,260		0.3%		(1,560,932,865)		-2.0%		2.3%

				包括利益-IFRS		4,217,909,688		5.0%		3,126,566,635		4.1%		0.9%

				親会社株主に係る包括利益		4,138,526,729		4.9%		3,251,408,331		4.3%		0.6%

				為替換算調整勘定-少持損益		65,422,228		0.1%		(108,423,122)		-0.1%		0.2%

				少数株主に係る包括利益		79,382,959		0.1%		(124,841,696)		-0.2%		0.3%

				資本剰余金期首残高		4,007,005,257		4.7%		3,946,667,082		5.2%		-0.4%

				資本剰余金期首残高計		4,007,005,257		4.7%		3,946,667,082		5.2%		-0.4%

				新株式発行高		0		0.0%				0.0%		0.0%

				ストックオプション行使		46,021,543		0.1%		61,421,483		0.1%		-0.0%

				子会社増加増加高(CS)		0		0.0%		580,547,721		0.8%		-0.8%

				持分増加増加高(CS)				0.0%		(580,547,721)		-0.8%		0.8%

				資本剰余増加(その他)				0.0%		(7,179,474)		-0.0%		0.0%

				資本剰余金増加額計		46,021,543		0.1%		54,242,009		0.1%		-0.0%

				資本剰余金期末残高計		4,053,026,800		4.8%		4,000,909,091		5.2%		-0.4%

				利益剰余金期首残高		25,668,638,036		30.3%		21,218,844,514		27.8%		2.6%

				利益剰余金期首調整額		144,544,938		0.2%		0		0.0%		0.2%

				利益剰余金期首残高計		25,813,182,974		30.5%		21218844514		27.8%		2.7%

				当期利益計		3,976,600,697		4.7%		4,703,918,074		6.2%		-1.5%

				子会社増加増加高(SS)		0		0.0%		-8607819577		-11.3%		11.3%

				子会社減少増加高(SS)		310		0.0%				0.0%		0.0%

				持分増加増加高(SS)				0.0%		8607819577		11.3%		-11.3%

				利益剰余金増加額計		3,976,601,007		4.7%		4703918074		6.2%		-1.5%

				支払配当金(前期分)		0		0.0%		1		0.0%		-0.0%

				支払配当金(期末)		1,127,884,966		1.3%		1039355784		1.4%		-0.0%

				子会社増加減少高(SS)		0		0.0%				0.0%		0.0%

				子会社減少減少高(SS)		3,106,557		0.0%		0		0.0%		0.0%

				持分減少減少高(SS)		0		0.0%		0		0.0%		0.0%

				利益剰余金減少額計		1,130,991,523		1.3%		1039355785		1.4%		-0.0%

				利益剰余金期末残高計		28,658,792,458		33.9%		24883406803		32.6%		1.3%



























































































































































A	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	0	6.1414073879174302E-2	5.1884232756536808E-2	5.18	84232756536808E-2	5.3728542335630798E-2	5.3728542335630798E-2	0	B	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	6.6298074929537765E-2	4.8840010503634623E-3	9.5298411226374946E-3	2.9795907585764281E-3	1.1352811794824377E-3	1E-3	5.4763246846318239E-2	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	1	





丸亀製麺　販管費

				2017.06		原価率 ゲンカ リツ		人件費率 ジンケンヒ		水道光熱費率 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費率 コウコク センデンヒ		その他経費率 タ ケイヒ		2018.06

				丸亀製麺 マ

				June
2017		COGS ratio		labor cost ratio		utitily cost ratio		Advertising cost ratio		other cost ratio		June
2018

						15.80%		15.10%		15.00%		15.00%		15.20%

				16.10%		0.30%		0.70%		0.10%		0.70%		0.50%		15.20%



				June
2017		COGS ratio		labor cost ratio		utitily cost ratio		Advertising cost ratio		other cost ratio		June
2018

						2.800%		2.100%		2.000%		2.000%		2.200%

				3.100%		0.30%		0.70%		0.10%		0.70%		0.50%		2.200%





				連結 レンケツ

				H29.03		原価 ゲンカ		人件費 ジンケンヒ		水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費 コウコク センデンヒ		その他経費 タ ケイヒ		H30.03

						24.80%		24.80%		25.50%

				26.50%		1.70%		0.70%		0.40%		0.00%		0.30%		24.20%



				H29.03		原価 ゲンカ		人件費 ジンケンヒ		水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費 コウコク センデンヒ		その他経費 タ ケイヒ		H30.03

						-0.200%		-0.200%		0.500%

				1.500%		1.70%		0.70%		0.40%						-0.800%

				Mar
2017		COGS ratio		labor cost ratio		utitily cost ratio		Advertising cost ratio		other cost ratio		Mar
2018						Outsourced expenses cost ratio

				0		150		250		100

				150		100		50		200		100



0	150	250	100	150	100	50	200	100	June	
2017	COGS ratio	labor cost ratio	utitily cost ratio	Advertising cost ratio	other cost ratio	June	
2018	2.7999999999999997E-2	2.0999999999999991E-2	1.999999999999999E-2	1.999999999999999E-2	2.1999999999999992E-2	June	
2017	COGS ratio	labor cost ratio	utitily cost ratio	Advertising cost ratio	other cost ratio	June	
2018	3.1E-2	3.0000000000000001E-3	7.0000000000000001E-3	1E-3	7.0000000000000001E-3	5.0000000000000001E-3	2.1999999999999992E-2	

海外概況

				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				アジア		台湾		出店拡大中		商品・マーケティング施策の強化により、直近では既存店前年比で前年を上回る月もある。経営体制を再整備し、更なる事業拡大に必要な体制を構築中。豚カツ業態も4店舗運営。 ショウヒン シサク キョウカ チョッキン キゾン テン ゼンネン ゼンネン ウワマワ ツキ ケイエイ タイセイ サイセイビ サラ ジギョウ カクダイ ヒツヨウ タイセイ コウチク ナカ		3,200百万 / 390百万  ヒャク マン ヒャクマン

						韓国		収益改善中		2018年に大幅な不採算店舗を閉店したことにより収益基盤が強化。今後は既存店の収益性の強化を図り、全社黒字を目指す。 ネン オオハバ フサイサン テンポ ヘイテン シュウエキ キバン キョウカ コンゴ キゾン テン シュウエキセイ キョウカ ハカ ゼンシャ クロジ メザ		550百万 / 5百万  ヒャク マン ヒャクマン						韓国				2018年に大幅な不採算店舗を閉店したことにより収益基盤が強化。2019年は既存店の収益性の強化を行い、全社黒字を目指す。 ネン オオハバ フサイサン テンポ ヘイテン シュウエキ キバン キョウカ ネン キゾン テン シュウエキセイ キョウカ オコナ ゼンシャ クロジ メザ

						中国		出店拡大中		北京、上海、香港などの大都市での展開に力点をおいて展開中。試験的に地方都市にも出店していたが、日本食に対して市場が未成熟であったこともあり苦戦。不採算店舗は閉鎖し、今後は十分な市場のある大都市にフォーカスする。 ペキン シャンハイ ホンコン ダイトシ テンカイ リキテン テンカイチュウ シケンテキ チホウ トシ シュッテン ニホンショク タイ シジョウ ミセイジュク クセン フサイサン テンポ ヘイサ コンゴ ジュウブン シジョウ ダイトシ								中国				北京、上海、香港などの大都市での展開に力点をおいて展開中。試験的に地方都市にも出店をしていたが、日本食に対して市場が未成熟であったこともあり、不採算店舗は閉鎖し、今後は十分な市場のある大都市にフォーカスする。 ペキン シャンハイ ホンコン ダイトシ テンカイ リキテン テンカイチュウ シケンテキ チホウ トシ シュッテン ニホンショク タイ シジョウ ミセイジュク フサイサン テンポ ヘイサ コンゴ ジュウブン シジョウ ダイトシ

						香港（雲南） ホンコン ウンナン				現在「譚仔雲南米線」「譚仔三哥米線」を計105店舗(12月末現在)を展開。香港で雲南ヌードル業態のシェアは7割と圧倒的なブランド力を誇る。
2社を統合管理するCEO、CFOをはじめ、マネジメント層を採用し 　グループ会社としてのガバナンス強化および更なる成長を実現する 　ための経営強化を図っている 。
現在はトリドールHDと協力しながらさらなるブランド強化のための施策やノウハウの伝承を実施中。将来的には、香港国内において150～160店舗体制を目指す。 ガツマツ リョク シサク デンショウ ジッシ チュウ タイセイ		3390百万 / 560百万  ヒャク マン ヒャクマン										2社を統合管理するCEO、CFOをはじめ、マネジメント層を採用し 　グループ会社としてのガバナンス強化および更なる成長を実現する 　ための経営強化を図っている 

				東南アジア トウナン		タイ 		収益改善中		店舗段階のEBITDAが平均で15%前後、25％前後の店舗が多数あり比較的堅調に推移している。不採算店舗の整理や本部費の合理化を図り、収益強化を図っている。								タイ 				店舗段階のEBITDAが平均で15%前後、25％前後の店舗が多数あり比較的堅調に推移している。不採算店舗の整理や本部費の合理化を図り、収益強化を図っている。 テンポ ダンカイ ヘイキン ゼンゴ ゼンゴ テンポ タスウ ヒカクテキ ケンチョウ スイイ フサイサン テンポ セイリ ホンブ ヒ ゴウリカ ハカ シュウエキ キョウカ ハカ

						インドネシア		出店拡大中		ジャカルタにおける主要モールを中心に丸亀製麺を展開すると共に、更なる拡大を狙い地方都市での拡大を図っている。顧客層の拡大も視野に入れたエクスプレス店の導入も検討中で、2025年までに100店舗展開を目指す。 コキャクソウ カクダイ シヤ イ テン ドウニュウ ケントウチュウ ネン テンポ テンカイ メザ				 				インドネシア				ジャカルタにおける主要モールを中心に丸亀製麺を展開すると共に、更なる拡大を狙い地方都市での拡大を図っている。顧客層の拡大も視野に入れたエクスプレス店の導入も検討中で、2025年までに100店舗展開を目指す。 コキャクソウ カクダイ シヤ イ テン ドウニュウ ケントウチュウ ネン テンポ テンカイ メザ

						ベトナム		収益改善中		ホーチミンの既存店の収益性向上に向け注力。実験店舗にて様々な施策を実施し、横展開を進める。加えて、ハノイ、ハイフォンなどの北部地域でサブフランチャイズでの出店を予定。 キゾン テン シュウエキセイ コウジョウ ム チュウ チカラ ジッケン テンポ サマザマ シサク ジッシ ヨコ テンカイ スス クワ ホクブ チイキ シュッテン ヨテイ								ベトナム				2019年はホーチミンの既存店の収益性の改善に力を入れる。実験店舗を導入し、様々な施策を実施、横展開を進めていく。加えて、ハノイ、ハイフォンといった北部地域でサブフランチャイズにて2-3店舗の出店を予定。 ネン キゾン テン シュウエキセイ カイゼン チカラ イ ジッケン テンポ ドウニュウ サマザマ シサク ジッシ ヨコ テンカイ スス クワ ホクブ チイキ テンポ シュッテン ヨテイ



				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				東南アジア トウナン		カンボジア		収益改善中		既存レギュラー店の収益が向上し、前年比で約110％の伸びを示している。直営店に加え、フランチャイズ加盟店の出店立地も確定しており、プノンペンにおける更なる展開が予定されている。郊外向けの新業態（丸亀製麺）も展開しており、より広範囲に展開できるよう模索中。		80百万 / △21百万  ヒャク マン ヒャクマン						カンボジア				既存レギュラー店の収益が向上し、前年比で約110％の伸びを示している。直営店に加え、フランチャイズ加盟店の出店立地も確定しており、プノンペンにおける更なる展開が予定されている。郊外向けの新業態（丸亀製麺）も展開しており、より広範囲に展開できるよう模索中。 キゾン テン シュウエキ コウジョウ ゼンネンヒ ヤク ノ シメ チョクエイ テン クワ カメイ テン シュッテン リッチ カクテイ サラ テンカイ ヨテイ コウガイ ム シンギョウタイ マルガメ セイメン テンカイ コウハンイ テンカイ モサクチュウ

						マレーシア
（ Boat Noodle 、他） ホカ		出店拡大中		主力業態であるBoatNoodleに力点を置いて展開中。マレーシア国内でBoatNoodleのみで50店舗（過去2年間で約40店舗の開店）を展開しており、現地で認知度の高いブランドとして成長している。
店舗段階のみならず、全社でもEBITDA20%を超える好業績で、今後の更なる発展が期待される。国外の展開も進み、ブルネイ、ミャンマー、インドネシア、シンガポールに出店済み。更なる進出に向けて取り組み中。								マレーシア
（ Boat Noodle 、他） ホカ				主力業態であるBoatNoodleに力点を置いて展開中。マレーシア国内でBoatNoodleのみで50店舗（過去2年間で約40店舗の開店）を展開しており、現地で認知度の高いブランドとして成長している。
店舗段階のみならず、全社でもEBITDA20%を超える好業績で、今後の更なる発展が期待される。国外の展開も進み、ブルネイ、ミャンマー、インドネシア、シンガポールに出店済み、更なる進出に向けて取り組み中。 シュリョク ギョウタイ リキテン オ テンカイチュウ コクナイ テンポ カコ ネンカン ヤク テンポ カイテン テンカイ ゲンチ ニンチド タカ セイチョウ テンポ ダンカイ ゼンシャ コ コウギョウセキ コンゴ サラ ハッテン キタイ コクガイ テンカイ スス シュッテン ズ サラ シンシュツ ム ト ク チュウ

						フィリピン				フランチャイズとして丸亀製麺１号店を2017年8月、2号店を2018年2月、3号店を同年8月、4号店を11月にをオープンしたが、いずれも好業績を維持。
今後は更なる拡大を狙いマニラ地域での出店を加速していく予定。 ゴウテン ネン ガツ ゴウ テン ドウ ネン ガツ ス ギョウセキ イジ コンゴ								フィリピン				2018年11月に4号店をオープンしたが、どの店舗も業績好調で年換算1,000万円以上の売上を誇る。2019年は更なる拡大を狙いマニラ地域での出店を加速していく予定。4月以降の出店攻勢で年間7店舗出店を目指す。 ネン ガツ ゴウテン テンポ ギョウセキ コウチョウ トシ カンサン マンエンイジョウ ウリアゲ ホコ ネン サラ カクダイ ネラ チイキ シュッテン カソク ヨテイ ガツ イコウ シュッテン コウセイ ネンカン テンポ シュッテン メザ

						ミャンマー
（Boat Noodle）				現地飲食最大手のYKKO社と合弁会社を設立し、２０１７年１０月よりBoatNoodle業態をフランチャイズで展開。これまでミャンマーにはないオシャレな空間と食事を楽しめるお店として受け入れられ、賑わいを見せている。現状、２店舗のオープンを目指している。								ミャンマー
（Boat Noodle）				現地飲食最大手のYKKO社と合弁会社を設立し、２０１７年１０月よりBoatNoodle業態をフランチャイズで展開。これまでミャンマーにはないオシャレな空間と食事を楽しめるお店として受け入れられ、賑わいを見せている。現状、２店舗のオープンを目指している。 カイシャ ゲンジョウ

						シンガポール
（丸亀製麺） マ				中国合弁を介してシンガポールにて3店舗出店。賃料は高いものの、認知拡大を目的に代表的なモールへ出店をしている。認知浸透と共に収益性も向上しており、当面は3店舗に集中して足場を固める方針。 リョウ セイ								シンガポール
（丸亀製麺） マ				中国合弁を介してシンガポールにて3店舗出店。家賃は高いものの、認知拡大を目的に代表的なモールへの出店をしている。認知浸透と共に収益も向上しており、当面は3店舗に集中して足場を固める方針。 チュウゴク ゴウベン カイ テンポ シュッテン ヤチン タカ ニンチ カクダイ モクテキ ダイヒョウテキ シュッテン ニンチ シントウ トモ シュウエキ コウジョウ トウメン テンポ シュウチュウ アシバ カタ ホウシン

						シンガポール
（MONSTER CURRY）				シンガポール国内で11店舗を展開中（2018年12月末現在）。シンガポールの日本式カレー市場で圧倒的なシェアNO.1を獲得している。
現在はトリドールHDと協働しながら、さらなる強みの強化とトリードールHDが所有する店舗運営ノウハウの継承を実施中。今後は、シンガポールの日本式カレー市場におけるポジショニングをさらに強化し、2025年までに20店体制を目指す。 コンゴ タイセイ メザ								シンガポール
（MONSTER CURRY）				現在、モンスターカレーはシンガポール国内で11店舗を展開中（2018年12月末現在）。「モンスターカレー」はシンガポールの日本式カレー市場で圧倒的なシェアNO.1を獲得している。現在はトリドールHDと協働しながら、さらなるモンスターカレーの強みの強化とトリードールが所有する店舗運営のノウハウの継承を実施中。これらを組み合わせることで、シンガポールの日本式カレー市場におけるモンスターカレーのポジショニングをさらに強化し、2025年までに20店に増やす。 ゲンザイ コクナイ テンポ テンカイチュウ ネン ガツ マツ ゲンザイ シジョウ ゲンザイ キョウドウ ツヨ キョウカ ショユウ ケイショウ ジッシチュウ ク ア ニホンシキ シジョウ キョウカ



				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				アメリカ		TDC（Tokyo Ｔable) 		－		1号店アーバイン店は世界でも上位の高い売上を堅持し、安定的な黒字体質。
2号店アルハンブラ店を業態転換した”日本の洋食”を軸にした新業態"Saly papa"は客数は確保するも客単価の向上に苦戦。		780百万 / △280百万  ヒャク マン ヒャクマン						TDC（Tokyo Ｔable) 		－		1号店アーバイン店は世界でも上位の高い売上を堅持し、安定的な黒字体質。2号店アルハンブラ店を業態転換した”日本の洋食”を軸にした新業態"Saly papa"は客数は確保するも客単価の向上に苦戦。撤退の方向性で検討をしている ケンジ アンテイテキ クロジタイシツ ギョウタイ テンカン シン キャクスウ カクホ キャクタンカ コウジョウ クセン テッタイ ホウコウセイ ケントウ

						丸亀製麺		本土一号店出店		ハワイWaikikki店は依然好調を維持　世界トップの売上を誇る（最高日商も更新）。
2017年9月にオープンしたロサンゼルス・Sawtelle店、2018年1月にオープンのサンフランシスコ・Stonestown店はさらなる改善が進み、売上が伸張。3号店がLA・ビバリーヒルズ店舗はモールの集客が鈍化しており店舗モデルの構築に苦戦。また、2018年12月に4号店がグレンデールにオープンし、米国では初の丸亀フードコートモデルの構築に取り組んでいる。 ネン ガツ		ハワイ
830百万 / 120百万
本土：軽微                  ホンド ケイビ						丸亀製麺		本土一号店出店		ハワイWaikikki店は依然好調を維持　世界トップの売上を誇る（最高日商も更新）。
2017年9月にオープンしたロサンゼルス・Sawtelle店、2018年1月にオープンのサンフランシスコ・Stonestown店はさらなる改善が進み、売上が伸張。3号店がLA・ビバリーヒルズ店舗はモールの集客が鈍化しており店舗モデルの構築に苦戦。また4号店のグレンデールがオープンし、米国では初の丸亀フードコートモデルの構築に取り組む サイコウ ニッショウ コウシン テン テン カイゼン スス ウリアゲ シンチョウ テンポ シュウキャク ドンカ テンポ コウチク クセン ゴウテン ベイコク ハツ マルガメ コウチク ト ク

						CRACKIN’KITCHEN		出店準備中		ハワイ店は依然好調を維持　世界１、２位の売上を誇る。2018年3月LAに本土１号店メニュー改善やマーケ施策が結果に結びつかず、閉店。		590百万 / 70百万  ヒャク マン ヒャクマン						CRACKIN’KITCHEN		出店準備中		ハワイ店は依然好調を維持　世界１、２位の売上を誇る。2018年3月LAに本土１号店メニュー改善やマーケ施策が結果に結びつかず、閉店 テン ネン ホンド ゴウテン カイゼン シサク ケッカ ムス ヘイテン

						POKE				2018年8月に出資を完了し提携開始。10-12月にかけて積極的に新店をオープンし、現在は32店舗体制に。2019年も約30店舗(すべてFC)の出店を計画中。品質保証や購買面で、トリドールHDのノウハウ移管を検討している。 タイセイ								POKE				2018年8月に出資を完了し提携開始。10-12月にかけて積極的に新店をオープンし、現在は30店舗強に。2019年も約30店舗(すべてFC)の積極出店を計画中。品質保証や購買面で、トリドールHDのノウハウ移管を検討している ネン ガツ シュッシ カンリョウ テイケイ カイシ セッキョクテキ ゲンザイ テンポ キョウ セッキョク シュッテン ケイカクチュウ ケントウ

				イギリス		Shoryu		出店拡大中		引き続きロンドンでのドミナント展開を進める。唯一の郊外店であるマンチェスター店とオクスフォード店は賃料や物流費などのコストカットを実施中。
単価を抑えたラーメンのほか、焼きそば・カツカレーなどの新メニューを導入。また、グデタマなどキャラクターを使用した販促のほか、店外からの視認性を高める施策など、集客に向けた取り組みも実施しており、全体として成果が出ている。								Shoryu				引き続きロンドンでのドミナント展開を進める。唯一の郊外店であるマンチェスター店とオクスフォード店は賃料や物流費などのコストカットを実施中。
商品は単価を抑えたラーメンや、グデタマなどキャラクターを使用した販促、焼きそばやカツカレーなどの新メニューを導入。店外からの視認性を高める施策など、集客に向けた取り組みも実施しており、全体として成果が出ている。 テンカイ ユイイツ コウガイ テン テン テン チンリョウ ブツリュウ ヒ ジッシ チュウ ショウヒン タンカ オサ シヨウ ハンソク ヤ シン ドウニュウ テン ガイ シニンセイ タカ シサク シュウキャク ム ト ク ジッシ ゼンタイ セイカ デ

				ロシア		丸亀製麺		収益改善中		2020年12月期より、合弁を解消し、全店FC化。これにより資金の外部調達も可能になり、モスクワにてFC、サブFC店の展開を画策、積極的な出店と既存店強化を目論む。
今後は、収益拡大とともにこれまで出店のなかった立地への新規出店を行い、店舗数の拡大を予定している。						ロシア		丸亀製麺		収益改善中		2020年12月期より、合弁を解消し、全店FC化。これにより資金の外部調達も可能になり、モスクワにてFC、サブFC店の展開を画策、積極的な出店と既存店強化を目論む。今後は、収益拡大とともに、ロシアにおけるTier oneモールからの誘いもある中で、これまで出店のなかった立地への新規出店を行い、店舗数の拡大を予定している。日本からのサポート方法についても、引き続き検討。 ネン ガツキ ゴウベン カイショウ ゼンテン カ シキン ガイブチョウタツ カノウ ミセ テンカイ カクサク セッキョクテキ シュッテン キョウカ モクロ コンゴ シュウエキカクダイ サソ ナカ シュッテン リッチ シンキ シュッテン オコナ テンポスウ カクダイ ヨテイ ニホン ホウホウ ヒ ツヅ ケントウ

				その他 タ		ＷＯＫ ＴＯ ＷＡＬＫ		出店拡大中		フランスにおける大型契約を含む複数のフランチャイジーが存在することにより、フランチャイズビジネスは堅調に推移し、順調に店舗数を拡大している。
苦戦中の米国での直営店は具材やオペレーションの見直しを行った。		軽微 ケイビ						ＷＯＫ ＴＯ ＷＡＬＫ				フランスにおける大型契約を含む複数のフランチャイジーが存在することにより、フランチャイズビジネスは堅調に推移し、順調に店舗数を拡大している。
苦戦中の米国での直営店は具材やオペレーションの見直しを行った。 ソンザイ ケンチョウ スイイ ジュンチョウ テンポ スウ カクダイ クセン チュウ ベイコク チョクエイテン グザイ ミナオ オコナ



				Area		Country/Brand		Status		Outline		PL Contribution (last year)
Sales / Segment profit

				Asia		Taiwan (ROC)		出店拡大中		Improves personnel system for staff sufficiency. Opening new stores. Operating 4 Tonkatsu stores.		3,200 mil. / 390 mil.

						S. Korea		収益改善中		Main stores keep good. Opening new stores.		350mil. / 5mil.

						China (PRC)		出店拡大中		Keeps good. Sales in coast cities (e.g., Shanghai) are nice. Currently 85 stores. "Hakatan-maru" ramen brand develops.

						Hong Kong (Yunnan)				Grouped in Feb-2018. Currently operating "Tam Chai Yunnan Noodle" and "TamJai SamGor Rice Noodle" stores (109 in total). 70% market share of Yunnan Noodle in Hong Kong. To open new stores in Hong Kong.		3390mil. / 560mil.

						Thailand		収益改善中		Management enhancement brings big profit improvement through 1) profit improvement of Existing Stores, 2) development of small stores (good sales with low initial costs), and 3) customization of HQ costs. To keep stable profits.

						Indonesia		出店拡大中		Develops Marugameseimen stores mainly in major Shopping Centers in Jakarta. Also examines other big cities. Marugame Seimen brand is Halal approved, and popular among local Muslims.				 

						Vietnam		Profit being improved		Saves opening stores in 2017 for yearly profit by improving organization system and management system.  To achieve monthly profits. Examines sub-franchising for further business expansion.

						Cambodia		Profit being improved		Sales of Existing Stores improved a lot. Portable stall type stores (with small initial costs) contribute to profit.  Launches new brand for casual Japanese foods in Feb. 2018, targeting wider range of market.		80mil. / △21mil.

						Malaysia
(Boat Noodle, Others)		Opening new stores		Operating approx. 70 stores of "Boat Noodle" and "CillCill" brands. Expanding with profits. Accelerating franchising in other countries such as Brunei, Indonesia, Myanmar and Singapore. Planning to expand to other countries.

						Philippines				Opens 1st Marugameseimen store in Aug-2017 and 2nd in Feb-2018 (both FC). Keep good. 4 more stores scheduled. Swift business expansion expected.

						Myanmar
(Boat Noodles)				Establishes JV company with YKKO (biggest local restaurant company), and franchises Boat Noodle brand since Oct. 2017. Widely accepted as uniquely fashionable restaurant with fun to eat. 2nd store to open.



				Area		Country/Brand		Status		Outline		PL Contribution (last year)
Sales / Segment profit

				USA		TDC (Tokyo Table)		New store to open		1st store in Irvine keeps good. One of world top sales/profits stores in Toridoll Group, whereas 2nd store in Alhambra is in tough. To change to "Western Japanese" like brand for profit improvement.		780mil. / △28mil.0 

						Marugame Seimen		New store to open		Waikiki Shop keeps good. World top 1-2 sales in Toridoll Group.  1st store in mainland opened in Sawtelle, LA in Sep. 2017.  2nd store in Stonestown, SF started with good launch in Jan. 2018 (same sales level as Waikiki Shop for the first weekend).  3rd store in Shopping Center around Beverly Hills to open.		Hawaii
830mil. / 120mil.
Main Land：small                 

						CRACKIN'KITCHEN		New store to open		Keeps good. World Top 1-2 sales in Toridoll Group.  Opens 1st in mainland store in LA in Mar. 2018.		140mil. / 5mil. 

				UK		Sakagura		-		Opens 1st store in November 2016. Introduced collaboration menus between Bent Box and Shoryu Ramen, and charbroil steaks and tempuras. Lava Plate stake from 2018 beginning becomes popular. Lower pricing contributes guest count (wider customer range) and sales. Keeps marketing measures (e.g.,  via SNS, Restaurant Week and Japanese Sake events) for brand awareness .

						Shoryu		Opening new stores		Some stores are in top sales group. Strategic dominance in London. Local cities to be only in Manchester and  Oxford. To improve profitability. New stores being prepared.

				Italy		Tokyo Table, Others		-		Opens "Bottega del Ramen" in Feb. and "Tokyo Table" in Mar, 2017.  "Bottega del Ramen" achieved monthly profit. "Tokyo table" marks record high in monthly sales for consecutive 2 months. Still not profit for whole business unit, and more sales necessary. Both stores to introduce new menus for summer. Expanding sales by delivery through Uber-eat and Deliveroo.		small

				Russia		Marugame Seimen				4 direct-operation stores and 3 FC stores in Moscow. Achieved all stores in the black. To develop more stores (especially in food court) as well as keeping stable profits.

				Others		WOK TO WALK		Opening new stores		Store aggressively expanding to 93 (including 3 direct-operation stores in US) after grouped. FC contracts in India, Israel, and newly Malta and Oman. Opens 1st direct-operation store In US in Feb, 2nd in Jul and 3rd store in Dec. 2017. Exploring other counties for FCs.		small





M&A　PMI

				ブランド		概要 ガイヨウ		PMIの状況 ジョウキョウ

				晩杯屋 バ		大衆酒場「晩杯屋」等を東京都内で運営するアクティブソース社の株式を取得（80.3%）しグループ会社化		・モデル店舗における丸亀製麺のノウハウを生かしたオペレーションの改善
・パート・アルバイト採用強化の仕組み導入、社内独立制度を含めた新人事制度の構築
・採用費や消耗品費など、グループ単価を採用することによる経費削減
・店舗タイプ別のスクリーニング要件、出店計画の策定、物件取得サポートの実施 フク シン ジンジ セイド コウチク ブッケン シュトク ジッシ				募集10人→100人規模に
物件情報が豊富　出店の精度が向上　投資検証表の活用など ボシュウ ニン ニン キボ ブッケン ジョウホウ ホウフ シュッテン セイド コウジョウ トウシ ケンショウ ヒョウ カツヨウ

				ずんどう屋 ヤ		主に関西において、とんこつラーメン店の「ずんどう屋」を運営するZUND社の株式を取得（80%）しグループ会社化		・モデル店舗におけるコンセプトのブラッシュアップと丸亀製麺のノウハウを生かしたオペレーションの改善
・当社ノウハウを活用した、採用における掲載媒体最適化の仕組み導入
・採用費や消耗品費など、グループ単価を採用することによる経費削減
・当社新店開発部による勝ちパターンの分析、優先出店エリアの決定　
・人事制度（賞与制度等）の再構築 トウ シャ

				「譚仔雲南米線」/「譚仔三哥米線」		スパイシー麺の人気チェーン店「譚仔雲南米線」および「譚仔三哥米線」の運営会社の株式をそれぞれ100%取得		・グループ会社としてのガバナンス強化及びトップマネジメント採用等、 　更なる成長を実現するための経営強化
・店舗、セントラルキッチンおよびバックオフィスにおける業務の整備
・華南地域を中心とした中国全土進出についても初期調査を開始







				Area		Country/Brand		Outline













BS

				連結BS (IFRS) レンケツ

						当期 トウ キ				前期末 ゼンキ マツ

						金額 キンガク		構成比 コウセイヒ		金額 キンガク		構成比 コウセイヒ		増減 ゾウゲン

				資産合計 シサン ゴウケイ		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103

				流動資産 リュウドウ シサン		29,966		14.8%		21,752		18.5%		8,214

				非流動資産 ヒ リュウドウ シサン		173,713		85.6%		96,081		81.5%		77,632

				負債資本合計 フサイ シホン ゴウケイ		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103

				負債合計 フサイ ゴウケイ		168,983		83.3%		82,830		70.3%		86,153

				（うち、有利子負債） ユウ リシ フサイ		145,770		71.8%		62,674		53.2%		83,096

				流動負債 リュウドウ フサイ		43,204		21.3%		25,953		22.0%		17,251

				非流動負債 ヒ リュウドウ フサイ		125,144		61.7%		56,878		48.3%		68,266

				資本合計 シホン ゴウケイ		35,332		17.4%		35,003		29.7%		329						※値張り アタイ バ

				（うち、親会社の所有者） オヤガイシャ ショユウシャ		34,305		16.9%		33,979		28.8%		326						※値張り アタイ バ



				ネット有利子負債/調整後EBITDA ユウ リシ フサイ チョウセイ ゴ		9.4				3.9				-				調整後EBITDA		15,560		9.4







				Consolidated BS (IFRS)										(unit: Million yen)

						This period				End of previous year

						Amount		Ratio		Amount		Ratio		Difference

				Total assets		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103						Including interest-bearing liabilities 

				Current assets		29,966		14.8%		21,752		18.5%		8,214						bearingの bと eの間のスペースを消してください

				Non-current assets		173,713		85.6%		96,081		81.5%		77,632						その下のliabilites、attributable にも不必要なスペースが見える気が

				Total liabilities and equity		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103						するのですが大丈夫でしょうか

				Liabilities		168,983		83.3%		82,830		70.3%		86,153

				(Including interest-bearing liabilities)		145,770		71.8%		62,674		53.2%		83,096

				Current liabilities		43,204		21.3%		25,953		22.0%		17,251

				Non-current liabilities		125,144		61.7%		56,878		48.3%		68,266

				Total equity		35,332		17.4%		35,003		29.7%		329

				(Equity attributable to 
owners of  the parent)		34,305		16.9%		33,979		28.8%		326



				Net interest-bearing liabilities / Adjusted EBITDA 		9.4				3.9				-



















































CF

						連結CF (IFRS) レンケツ

								当期 トウ キ		前年同期 ゼンネン ドウキ		増減 ゾウゲン

						営業活動による
キャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		15,517		4,402		11,115

						投資活動による
キャッシュ・フロー トウシ カツドウ		△ 6,283		△ 6,973		690

						財務活動による
キャッシュ・フロー ザイム カツドウ		△ 1,676		368		△ 2,044

						現金および現金同等物の
期末残高 ゲンキン ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		21,716		12,671		9,045







						Consolidated CF (IFRS)						(unit: Million yen)

								This period		Previous period		Difference								異なるフォントとサイズの混在

						Cash flows from operating activities		15,517		4,402		11,115								Cash flows from operating activities

						Cash flows from investing activities		△ 6,283		△ 6,973		690								Cash flows from investing activities

						Cash flows from financing activities		△ 1,676		368		△ 2,044								Cash flows from financing activities

						Cash and cash equivalents at the end of the period		21,716		12,671		9,045								Cash and cash equivalents at the end of the period





業績予想



				連結PL (IFRS) レンケツ

						2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ								下期修正予算 シモキ シュウセイ ヨサン

						連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ		連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		159,060		100.0%		145,022		100.0%		109.7%								丸亀製麺 マルガメ セイメン		カフェ		豚屋とん一 ブタ ヤ イチ		海外事業 カイガイ ジギョウ

				事業利益 ジギョウ リエキ		9,572		6.0%		7,270		5.0%		131.7%								48,697		3,230		2,038		16,574

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		29,640		18.6%		12,402		8.6%		239.0%								6,716		37		18		1,909

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,689		4.2%		2,302		1.6%		290.6%

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		5,266		3.3%		1,337		0.9%		393.9%								通期修正予算 ツウキ シュウセイ ヨサン

				当期利益 トウキ リエキ		2,704		1.7%		221		0.2%		1223.5%								97,880		5,825		3,865		33,294

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		2,610		1.6%		267		0.2%		977.5%								14,548		153		73		4,261



				丸亀製麺セグメントPL マルガメ セイメン		2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		97,880		100.0%		89,944		100.0%		108.8%

				セグメント利益 リエキ		14,408		14.7%		12,438		13.8%		115.8%



				海外事業セグメントPL		2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		33,294		100.0%		30,242		100.0%		110.1%

				セグメント利益 リエキ		4,261		12.8%		3,258		10.8%		130.8%









				Consolidated PL (IFRS)

						FY 2018				FY 2017				YoY

						連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ		連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ

				Revenue		159,060		100.0%		145,022		100.0%		109.7%

				Contribution margin		9,572		6.0%		7,270		5.0%		131.7%

				Adjusted EBITDA		29,640		18.6%		12,402		8.6%		239.0%

				Operating profit		6,689		4.2%		2,302		1.6%		290.6%

				Profit before tax		5,266		3.3%		1,337		0.9%		393.9%

				Profit for the year		2,704		1.7%		221		0.2%		1223.5%

				Profit for the year attributable to owners of the parent		2,610		1.6%		267		0.2%		977.5%



				Marugame Seimen
segment		FY 2018				FY 2017				YoY

				Revenue		97,880		100.0%		89,944		100.0%		108.8%								Segment profit

				Segment profit 		14,408		14.7%		12,438		13.8%		115.8%								Ratio to prev. period = YoY



				Overseas segment		FY 2018				FY 2017				YoY

				Revenue		33,294		100.0%		30,242		100.0%		110.1%

				Segment profit 		4,261		12.8%		3,258		10.8%		130.8%

























業績予想（詳細）



				連結PL (IFRS) レンケツ																																修正 シュウセイ		年初予算 ネンショ ヨサン

						上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ						上期計画 カミキ ケイカク		当初計画 トウショ ケイカク		売上収益 ウリア シュウエキ		56,195		56,195

作成者: 開示用の数字丸め有り

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								売上原価 ウリアゲ ゲンカ		14,451		14,572

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		80,017		100.0%				79,042		100.0%		79,042		100.0%		0				159,060		100.0%		→値張り注意 アタイ バ チュウイ		53,465				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		41,744		41,623

作成者: 開示用の数字丸め有り


				事業利益 ジギョウ リエキ		5,840		7.3%				3,732		4.7%		3,732		4.7%		0				9,572		6.0%

				営業利益 エイギョウ リエキ		5,084		6.4%				1,605		2.0%		2,105		2.7%		△ 500				6,689		4.2%				4,400				人件費　　計 ジンケンヒ ケイ		16,774		16,908

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		4,100		5.1%				1,166		1.5%		1,766		2.2%		△ 600				5,266		3.3%				4,120				水光熱費　計 スイ コウネツヒ ケイ		3,689		3,589

				当期利益 トウキ リエキ		2,601		3.3%				103		0.1%		703		0.9%		△ 600				2,704		1.7%				2,690				地代家賃		5,699		5,826

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		2,569		3.2%				41		0.1%		641		0.8%		△ 600				2,610		1.6%				2,681				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		1,957		2,102

																																		その他一般管理費計 タ イッパン カンリヒ ケイ		8,048		7,851

				丸亀製麺セグメント マルガメ セイメン		上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ										販売費及び一般管理費合計		36,167		36,276

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								減損損失 ゲンソン ソンシツ		1,218		1,030

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%				48,697		100.0%		46,905		100.0%		1,792				97,880		100.0%				43,559		90,464		その他の営業収入 タ エイギョウ シュウニュウ		117		261

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%				6,576		13.5%		6,182		13.2%		394				14,408		14.7%				7,023		13,205		その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		41		150

作成者: 開示用の数字丸め有り


				海外事業セグメント カイガイ ジギョウ		上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ										営業利益（損失）		4,430		4,430

作成者: 開示用の数字丸め有り


						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								調整後EBITDA チョウセイゴ		7,681		7,449

作成者: 開示用の数字丸め有り


				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%				16,574		100.0%		16,518		100.0%		56				33,294		100.0%				3458				金融収益 キンユウ シュウエキ		109		86

作成者: 開示用の数字丸め有り


				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%				1,909		11.5%		1,900		11.5%		9				4,261		12.8%				271				金融費用 キンユウ ヒヨウ		123		29

作成者: 開示用の数字丸め有り


																																		経常利益（損失） ケイジョウ リエキ ソンシツ		4,490		4,490

				カフェ事業セグメント ジギョウ		上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		2,595		100.0%				3,230		100.0%		3,041		100.0%		189				5,825		100.0%

				セグメント利益 リエキ		116		0.7%				37		0.2%		△ 16		-0.1%		53				153		0.5%





				Consolidated PL (IFRS)																														持分法投資損益 モチブン ホウ トウシ ソンエキ		163		243

						FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017										税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		4,578		4,730

作成者: 開示用の数字丸め有り


						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue								法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		1,626		1,680

作成者: 開示用の数字丸め有り


				Revenue		80,017		100.0%				79,042		100.0%		79,042		100.0%		0				159,060		100.0%								当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,953		3,050

作成者: 開示用の数字丸め有り


				Operating profit		5,084		6.4%				1,605		2.0%		2,105		2.7%		△ 500				6,689		4.2%								親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウ シャ		2,964		3,033

作成者: 開示用の数字丸め有り


																																						

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		Profit before tax		4,100		5.1%				1,166		1.5%		1,766		2.2%		△ 600				5,266		3.3%								非支配持分 ヒ シハイ モチブン		(11)		17

				Profit for the year		2,601		3.3%				103		0.1%		703		0.9%		△ 600				2,704		1.7%

				Profit for the year attributable to owners of the parent		2,569		3.2%				41		0.1%		641		0.8%		△ 600				2,610		1.6%								Profit for the year attributable to owners of the parent 

																																		parents のsはいらないようです

				Marugame Seimen 
segment		FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017

						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue								フォントとフォントサイズの混在

				Revenue		49,183		100.0%				48,697		100.0%		46,905		100.0%		1,792				97,880		100.0%

				Operating profit of 
Marugame Seimen segment		7,832		15.9%				6,576		13.5%		6,182		13.2%		394				14,408		14.7%								Segment profit

				Overseas 
segment		FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017										Ratio to prev. period = YoY

						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue

				Revenue		16,720		100.0%				16,574		100.0%		16,518		100.0%		56				33,294		100.0%								% to revenue のeの切り方がおかしいので

				Operating profit of 
Marugame Seimen segment		2,352		14.1%				1,909		11.5%		1,900		11.5%		9				4,261		12.8%								フォントサイズあるいは列の幅を変える必要があります





































出店計画

																										AS

								出店		退店		2020年
3月末 ネン ガツ マツ		投資額
（概算　百万円） トウシ ガク ガイサン ヒャクマンエン				2019年
3月 ネン ガツ														2020年3月期 ネン ガツキ		2021年3月期 ネン ガツキ		2022年3月期 ネン ガツキ		2023年3月期 ネン ガツキ		2024年3月期 ネン ガツキ

																										出店 シュッテン		小 ショウ				2		7		8		8		8

				国内 コクナイ				76		15		1,164		5,376				1,103										大 ダイ				1		6		6		7		7

						丸亀製麺		32		5		844		2,240				817										計 ケイ				3		13		14		15		15

						とん一 イチ		3		2		54		97				53								退店 タイ テン		小 ショウ				0		1		1		1		1

						カフェ		10		0		39		1,500				29										大 ダイ				0		0		0		0		0

						晩杯屋 バ		3		0		52		70				49										計 ケイ				0		1		1		1		1

						ずんどう屋 ヤ		3		0		48		191				45								純増 ジュン ゾウ		小 ショウ				2		6		7		7		7

						その他 タ		25		8		127		1,278				110										大 ダイ				1		6		6		7		7

				海外 カイガイ				145		24		696		1,940				575										計 ケイ				3		12		13		14		14

						連結子会社 レンケツ コガイシャ		69		12		229		1,850				172

						持分法適用会社 モチブン ホウ テキヨウ カイシャ		52		12		247		90				207								ずんどう屋 ヤ

						純粋ＦＣ ジュンスイ		24		0		220		0				196										Year0		Year1		Year2		Year3

				合 計 ゴウ ケイ				221		39		1,860		7,316				1,678										2019/03期 キ		2020/03期 キ		2021/03期 キ		2022/03期 キ

																										出店数 シュッテン スウ		9		3		10		10

						※その他　の内訳 タ ウチワケ																				退店数 タイ テン スウ		0		0		0		0

																										店舗数 テンポスウ		45		48		58		68













								Open		Close		2020
Mar						2019
Mar



				Domestic				76		15		1,164		5,376				1,103

						Marugame Seimen		32		5		844		2,240

						Butaya Tonichi （Tonkatsu,tonteki）		3		2		54		97

						Kona's CoffeeRoasted（Cafe）		10		0		39		1,500

						Banpaiya (Standing Bar)		3		0		52		70

						Zundoya (Ramen)		3		0		48		191

						Others		25		8		127		1,278

				Overseas				145		24		696		1,940

						Subsidiaries		69		12		229		1,850

						JVs		52		12		247		90

						FCs		24		0		220		0

				Total				221		39		1,860		7,316



















中期計画

				連結PL (IFRS) レンケツ

						2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期								H29.3期 キ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		159,060		-		109.7%		174,683		-		109.8%		200,803		-		115.0%				145,022

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		29,640		18.6%		239.0%		32,373		18.5%		109.2%		36,161		18.0%		111.7%				12,402

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,689		4.2%		290.6%		9,086		5.2%		135.8%		12,045		6.0%		132.6%				2,302

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		5,266		3.3%		393.9%		8,500		4.9%		161.4%		11,481		5.7%		135.1%				1,337

				当期利益 トウキ リエキ		2,704		1.7%		1223.5%		5,615		3.2%		207.7%		7,712		3.8%		137.3%				221

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		2,610		1.6%		977.5%		5,434		3.1%		208.2%		7,488		3.7%		137.8%				267



				丸亀製麺セグメントPL マルガメ セイ メン

						2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		97,880		-		199.0%		99,307		-		101.5%		107,694		-		108.4%				49,183

				セグメント利益 リエキ		14,408		14.7%		184.0%		12,817		12.9%		89.0%		14,149		13.1%		110.4%				7,832



				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

						2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		33,294		-		199.1%		36,604		-		109.9%		41,549		-		113.5%				16,720

				セグメント利益 リエキ		4,261		12.8%		181.2%		4,452		12.2%		104.5%		4,913		11.8%		110.4%				2,352



				出店  シュッテン		221						326						412								退店 タイ テン		30期 キ		31期 キ		32期 キ

				　国内 コクナイ		76						138						199										15		16		16

				　海外 カイガイ		145						188						213										24		26		25

				累計店舗数 ルイケイ テンポ スウ		1,860						2,144						2,515								1,687

				　国内 コクナイ		1,164						1,286						1,469								1,103

				　海外 カイガイ		696						858						1,046								575





















				Consolidated PL (IFRS)

						FY2019						FY2020						FY2021								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		159,060		-		109.7%		174,683		-		109.8%		200,803		-		115.0%				95,587

				Adjusted EBITDA		29,640		18.6%		239.0%		32,373		18.5%		109.2%		36,161		18.0%		111.7%				12,799

				Operating profit		6,689		4.2%		290.6%		9,086		5.2%		135.8%		12,045		6.0%		132.6%				8,733

				Profit before tax		5,266		3.3%		393.9%		8,500		4.9%		161.4%		11,481		5.7%		135.1%				8,117

				Profit for the year		2,704		1.7%		1223.5%		5,615		3.2%		207.7%		7,712		3.8%		137.3%				5,242

				Profit for the year attributable to owners of the parents		2,610		1.6%		977.5%		5,434		3.1%		208.2%		7,488		3.7%		137.8%				5,212



				Ｍａｒｕｇａｍｅｓｅｉｍｅｎ segment

						FY2019						FY2020						FY2021								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		97,880		-		199.0%		99,307		-		101.5%		107,694		-		108.4%				6,255

				segment profit		14,408		14.7%		184.0%		12,817		12.9%		89.0%		14,149		13.1%		110.4%				436





				Overseas segment

						FY2018						FY2019						FY2020								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		33,294		-		199.1%		36,604		-		109.9%		41,549		-		113.5%				6,255

				segment profit		4,261		12.8%		181.2%		4,452		12.2%		104.5%		4,913		11.8%		110.4%				436



				Numbers of opening stores(numbers in overseas）		221				0.0%		326				0.0%		412				0.0%

				Total numbers of stores(numbers of overses)		1,860				0.0%		2,144				0.0%		2,515				0.0%				1,092		246



				Numbers of opening stores(numbers in overseas）

				Total numbers of stores(numbers of overses)





IFRS

		■2015年3月期：IFRS連結業績予想シミュレーション ネン ガツ キ レンケツ ギョウセキ ヨソウ

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		実績 ジッセキ		J-GAAP						IFRS				差異 サイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				0

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,564				営業利益 エイギョウ リエキ		4,177				△ 3,387

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,994				税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		3,602				△ 3,392

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,606				当期利益 トウキ リエキ		1,985				29

								　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,956				△ 650



		↓実績のJ-GAAPとIFRSの差異を元にIFRS予算を試算 ジッセキ サイ モト ヨサン シサン												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		予想 ヨソウ		J-GAAP						IFRS				調整 チョウセイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		84,803				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		84,803				0

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,200				営業利益 エイギョウ リエキ		3,900				△ 3,300

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,928				税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		3,628				△ 3,300

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,132				当期利益 トウキ リエキ		1,762				30

								　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,732				△ 400		※調整 チョウセイ





Sheet4

		連結純損益計算書の差異 レンケツ ジュンソンエキ ケイサンショ サイ

																						（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		日本基準（J-GAAP） ニホン キジュン						①日本基準（J-GAAP）の表示組替 ニホン キジュン ヒョウジ クミカエ						②国際会計基準（IFRS） コクサイ カイケイ キジュン						差異②－① サイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		0

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		0

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		0

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 57,421				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 57,421				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 58,605				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 1,183		※1

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,564				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 1,849				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 2,155				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 306		※2

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		277				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		338				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		324				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		△ 14

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		△ 848				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 342				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 374				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 32

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,994				営業利益 エイギョウ リエキ		5,711				営業利益 エイギョウ リエキ		4,175				営業利益 エイギョウ リエキ		△ 1,536

		特別利益 トクベツ リエキ		172				金融収益 キンユウ シュウエキ		111				金融収益 キンユウ シュウエキ		206				金融収益 キンユウ シュウエキ		95		※3

		特別損失 トクベツ ソンシツ		△ 2,068				金融費用 キンユウ ヒヨウ		△ 646				金融費用 キンユウ ヒヨウ		△ 637				金融費用 キンユウ ヒヨウ		9

		税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		5,098				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 77				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 130				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 53		※4

		法人税等 ホウジンゼイ トウ		△ 2,429				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		5,098				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		3,614				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		△ 1,484

		少数株主調整前当期純利益 ショウスウ カブヌシ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		2,669				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		△ 2,429				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		△ 1,603				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		826		※5

		少数株主損益 ショウスウ カブヌシ ソンエキ		△ 29				当期利益 トウキ リエキ		2,669				当期利益 トウキ リエキ		2,011				当期利益 トウキ リエキ		△ 658

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,640				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		2,640				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,982				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		△ 658

								　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		29				　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		29				　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		0

																				IFRSと日本基準の主な差異 ニホン キジュン オモ サイ

																		※1		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		△ 869		定額法への遡及修正 テイガク ホウ ソキュウ シュウセイ

				日本基準（J-GAAP） ニホン キジュン				国際会計基準（IFRS） コクサイ カイケイ キジュン												租税公課 ソゼイ コウカ		△ 344		法人税等（均等割）より振替 ホウジンゼイ トウ キントウワリ フリカエ

		営業利益 エイギョウ リエキ		売上総利益－販売費及び一般管理費 ウリアゲ ソウリエキ ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				売上総利益－販売費及び一般管理費－減損損失＋その他の営業収益－その他の営業費用 ウリアゲ ソウリエキ ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ ゲンソン ソンシツ タ エイギョウ シュウエキ タ エイギョウ ヒヨウ												その他 タ		30

																				計 ケイ		△ 1,183

		経常利益 ケイジョウ リエキ		営業利益＋営業外収益－営業外費用 エイギョウ リエキ エイギョウガイ シュウエキ エイギョウガイ ヒヨウ				経常利益、特別損益の概念はなく、金融収益、金融費用及び持分法による投資損益以外は、営業利益に加減 ケイジョウ リエキ トクベツ ソンエキ ガイネン キンユウ シュウエキ キンユウ ヒヨウ オヨ モチブンポウ トウシ ソンエキ イガイ エイギョウ リエキ カゲン										※2		減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 251		割引後CFとの比較 ワリビキ アト ヒカク

																				減損損失（のれん） ゲンソン ソンシツ		△ 55		非償却分を減損 ヒ ショウキャク ブン ゲンソン

		金融収益 キンユウ シュウエキ		－				受取利息、為替差益等 ウケトリ リソク カワセ サエキ トウ												計 ケイ		△ 306

		金融費用 キンユウ ヒヨウ		－				支払利息、為替差損等 シハライ リソク カワセ サソン トウ										※3		受取利息 ウケトリ リソク		95		敷金保証金を償却原価に シキキン ホショウキン ショウキャク ゲンカ

																				計 ケイ		95

																		※4		持分法による投資損失 モチブンポウ トウシ ソンシツ		△ 86		全ての共同支配企業を持分法適用に スベ キョウドウ シハイ キギョウ モチブンポウ テキヨウ

																				持分法による投資損失 モチブンポウ トウシ ソンシツ		33		持分法のれんの非償却 モチブンポウ ヒ ショウキャク

																				計 ケイ		△ 53

																		※5		法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		345		均等割を租税公課に振替 キントウワリ ソゼイ コウカ フリカエ

																				法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		132		税率変更による修正 ゼイリツ ヘンコウ シュウセイ

																				法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		349		IFRS修正に係る税効果調整 シュウセイ カカ ゼイ コウカ チョウセイ

																				計 ケイ		826



表示組替

IFRS調整



世界ランキング

				世界外食企業ランキング（上場企業）上位10社

						企業名		国名		売上高
（百万ドル）		決算期		展開ブランド

				1		McDonald's Corporation 		アメリカ		28,106		41609		McDonald's

				2		Starbucks Corporation 		アメリカ		14,892		41518		Starbucks

				3		Yum Brands Inc 		アメリカ		13,084		41609		KFC/Pizza Hut/Taco Bell、他

				4		Darden Restaurants Inc 		アメリカ		6,286		41760		Red Lobster/Olive Garden/
LongHorn Steakhouse、他

				5		AUTOGRILL SPA 		イタリア		6,207		41609		FC含む250ブランド以上を展開

				6		ゼンショーホールディングス		日本		4,679		41699		すき家/ココス/はま寿司、他

				7		Bloomin Brands Inc		アメリカ		4,129		41609		OUTBACK STEAKHOUSE
/CARRABBA'S、他

				8		ARCOS DORADOS 
HOLDINGS INCORPORATED 		アルゼンチン		4,033		41609		（中南米、カリブ海エリアの
McDonald's franchisee）

				9		Chipotle Mexican Grill, Inc. 		アメリカ		3,215		41609		Chipotle

				10		TIM HORTONS INCORPORATED		カナダ		3,162		41609		Tim Hortons、他

				（出所）各社決算資料等よりみずほ銀行産業調査部作成





						McDonald's Corporation 		(		アメリカ		)		28,106

						Starbucks Corporation 		(		アメリカ		)		14,892

						Yum Brands Inc 		(		アメリカ		)		13,084

						Darden Restaurants Inc 		(		アメリカ		)		6,286

						AUTOGRILL SPA 		(		イタリア		)		6,207

						ゼンショーホールディングス		(		日本		)		4,679
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						McDonald's Corporation (アメリカ)		28,106

						Starbucks Corporation (アメリカ)		14,892

						Yum Brands Inc (アメリカ)		13,084

						Darden Restaurants Inc (アメリカ)		6,286

						AUTOGRILL SPA (イタリア)		6,207

						ゼンショーホールディングス(日本)		4,679

						Bloomin Brands Inc(アメリカ)		4,129

						ARCOS DORADOS 
HOLDINGS INCORPORATED (アルゼンチン)		4,033

						Chipotle Mexican Grill, Inc. (アメリカ)		3,215

						TIM HORTONS INCORPORATED(カナダ)		3,162





						TIM HORTONS Inc.(カナダ)		3,162

						Chipotle Mexican Grill, Inc. (アメリカ)		3,215

						ARCOS DORADOS HD Inc. (アルゼンチン)		4,033

						Bloomin Brands Inc.(アメリカ)		4,129

						ゼンショーホールディングス(日本)		4,679

						AUTOGRILL SPA (イタリア)		6,207

						Darden Restaurants Inc. (アメリカ)		6,286

						Yum Brands Inc. (アメリカ)		13,084

						Starbucks Corporation (アメリカ)		14,892

						McDonald's Corporation (アメリカ)		28,106









						TIM HORTONS Inc.		3,162

						Chipotle Mexican Grill, Inc. 		3,215

						ARCOS DORADOS HD Inc. 		4,033

						Bloomin Brands Inc.		4,129

						ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.		4,679

						AUTOGRILL SPA 		6,207

						Darden Restaurants Inc. 		6,286

						Yum Brands Inc. 		13,084

						Starbucks Corporation 		14,892

						McDonald's Corporation 		28,106





						McDonald's Corporation 		28,106

						Starbucks Corporation 		14,892

						Yum Brands Inc. 		13,084

						Darden Restaurants Inc. 		6,286

						AUTOGRILL SPA 		6,207

						ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.		4,679

						Bloomin Brands Inc.		4,129

						ARCOS DORADOS HD Inc. 		4,033

						Chipotle Mexican Grill, Inc. 		3,215

						TIM HORTONS Inc.		3,162



TIM HORTONS Inc.(カナダ)	Chipotle Mexican Grill, Inc. (アメリカ)	ARCOS DORADOS HD Inc. (アルゼンチン)	Bloomin Brands Inc.(アメリカ)	ゼンショーホールディングス(日本)	AUTOGRILL SPA (イタリア)	Darden Restaurants Inc. (アメリカ)	Yum Brands Inc. (アメリカ)	Starbucks Corporation (アメリカ)	McDonald's Corporation (アメリカ)	3162	3215	4033	4129	4679	6207	6286	13084	14892	28106	McDonald's Corporation 	Starbucks Corporation 	Yum Brands Inc. 	Darden Restaurants Inc. 	AUTOGRILL SPA 	ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.	Bloomin Brands Inc.	ARCOS DORADOS HD Inc. 	Chipotle Mexican Grill, Inc. 	TIM HORTONS Inc.	28106	14892	13084	6286	6207	4679	4129	4033	3215	3162	

基礎資料

		ＢＩ　「月別・日別推移」　→　「当月レート」　は、前月末のレートを採用 ツキベツ ヒ ベツ スイイ トウゲツ ゼンゲツ マツ サイヨウ

		閉店日　＞＝2016/03/31　（3/31以前に閉店した店舗は含まない） 　 開店日　＜＝2015/12/31（12/31以前に開店した店舗を含む）　など　　を選択 ヘイ テン テンポ フク カイテン ヒ イゼン カイテン テンポ フク

		*は取る ト

		開店、閉店の情報は、右クリックでロックする カイテン ヘイテン ジョウホウ ミギ

		⇒　2016/1/1から03/31まで、ひと月フルで営業していた店舗を対象にしている ツキ エイギョウ テンポ タイショウ

		1Q		閉店日　＞＝2018/3/31　		開店日 ＜＝2017/12/31

		2Q		閉店日　＞＝2018/06/30　		開店日 ＜＝2017/12/31

		3Q		閉店日　＞＝2018/09/30　		開店日 ＜＝2017/12/31

		4Q		閉店日　＞＝2018/12/31　		開店日 ＜＝2017/12/31

		※台湾は注意 タイワン チュウイ

		※丸亀製麺だけ絞る マ シボ

		アメリカ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		11,037,015		1,236,035,309		0		-		944,199,552		130.91%		1,085,440		887,294		122.3%		1,139		0		-		-		-		-		-		3

		2018/01		934,634		104,669,658		0		-		67,798,467		154.38%		94,437		67,217		140.5%		1,108		0		-		-		-		-		-

		2018/02		865,529		96,930,585		0		-		58,289,841		166.29%		86,893		58,009		149.8%		1,116		0		-		-		-		-		-

		2018/03		940,247		105,298,244		0		-		62,867,453		167.49%		93,828		62,064		151.2%		1,122		0		-		-		-		-		-

		2018/04		879,409		98,484,986		0		-		62,713,474		157.04%		88,931		61,268		145.2%		1,107		0		-		-		-		-		-

		2018/05		923,118		103,380,016		0		-		66,076,146		156.46%		92,310		63,938		144.4%		1,120		0		-		-		-		-		-

		2018/06		891,830		99,876,097		0		-		65,094,909		153.43%		89,438		63,065		141.8%		1,117		0		-		-		-		-		-

		2018/07		918,801		102,896,533		0		-		71,199,415		144.52%		91,340		67,966		134.4%		1,127		0		-		-		-		-		-

		2018/08		933,509		104,543,639		0		-		75,557,404		138.36%		90,175		71,798		125.6%		1,159		0		-		-		-		-		-

		2018/09		902,763		101,100,405		0		-		89,716,330		112.69%		87,740		82,737		106.0%		1,152		0		-		-		-		-		-

		2018/10		904,814		101,330,172		0		-		108,372,002		93.50%		87,870		96,758		90.8%		1,153		0		-		-		-		-		-

		2018/11		902,780		101,102,360		0		-		107,716,571		93.86%		87,338		96,159		90.8%		1,158		0		-		-		-		-		-

		2018/12		1,039,580		116,422,613		0		-		108,797,539		107.01%		95,140		96,315		98.8%		1,224		0		-		-		-		-		-

						34,334,314										30,151						1,139

						34,334

		韓国 カンコク

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		6,706,938,740		670,693,874		0		-		680,174,538		98.61%		755,090		803,853		93.9%		888		0		-		-		-		-		-		10

		2018/01		566,061,780		56,606,178		0		-		57,115,579		99.11%		66,453		66,098		100.5%		852		0		-		-		-		-		-

		2018/02		520,514,890		52,051,489		0		-		52,995,374		98.22%		60,381		61,720		97.8%		862		0		-		-		-		-		-

		2018/03		572,189,740		57,218,974		0		-		50,865,872		112.49%		66,336		59,949		110.7%		863		0		-		-		-		-		-

		2018/04		541,064,440		54,106,444		0		-		54,753,092		98.82%		60,522		65,413		92.5%		894		0		-		-		-		-		-

		2018/05		564,352,660		56,435,266		0		-		57,043,792		98.93%		63,559		68,308		93.0%		888		0		-		-		-		-		-

		2018/06		535,459,550		53,545,955		0		-		56,203,125		95.27%		60,112		67,006		89.7%		891		0		-		-		-		-		-

		2018/07		605,035,010		60,503,501		0		-		59,664,308		101.41%		68,244		70,970		96.2%		887		0		-		-		-		-		-

		2018/08		600,337,740		60,033,774		0		-		60,273,538		99.60%		67,212		71,770		93.6%		893		0		-		-		-		-		-

		2018/09		539,093,950		53,909,395		0		-		54,244,144		99.38%		58,602		64,180		91.3%		920		0		-		-		-		-		-

		2018/10		551,903,530		55,190,353		0		-		56,888,227		97.02%		61,414		67,561		90.9%		899		0		-		-		-		-		-

		2018/11		542,895,370		54,289,537		0		-		57,939,978		93.70%		59,548		68,212		87.3%		912		0		-		-		-		-		-

		2018/12		568,030,080		56,803,008		0		-		62,187,509		91.34%		62,707		72,666		86.3%		906		0		-		-		-		-		-

						5,589,116										6,292						888

						5,589

		台湾 タイワン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計				2,971,667,163										4,616,338								0		-		-		-		-		-		28

		2018/04		73,235,984		262,917,183		0		-		251,137,520		104.69%		389,494		407,124		95.7%		675		0		-		-		-		-		-

		2018/05		68,393,158		245,531,437		0		-		257,344,792		95.41%		378,505		388,993		97.3%		649		0		-		-		-		-		-

		2018/06		71,168,994		255,496,688		0		-		254,627,460		100.34%		391,780		386,317		101.4%		652		0		-		-		-		-		-

		2018/07		77,465,930		278,102,689		0		-		291,768,623		95.32%		431,510		435,155		99.2%		644		0		-		-		-		-		-

		2018/08		68,986,210		247,660,494		0		-		279,460,312		88.62%		400,710		422,766		94.8%		618		0		-		-		-		-		-

		2018/09		66,685,851		239,402,205		0		-		209,331,593		114.37%		368,591		319,832		115.2%		650		0		-		-		-		-		-

		2018/10		65,631,275		235,616,277		0		-		262,058,946		89.91%		359,469		395,002		91.0%		655		0		-		-		-		-		-

		2018/11		60,463,169		217,062,777		0		-		238,986,853		90.83%		350,028		358,597		97.6%		620		0		-		-		-		-		-

		2018/12		74,003,339		265,671,987		0		-		270,622,985		98.17%		418,034		405,124		103.2%		636		0		-		-		-		-		-

		2019/01		66,674,732		239,362,288		0		-		229,919,385		104.11%		376,272		353,655		106.4%		636		0		-		-		-		-		-

		2019/02		68,961,950		247,573,401		0		-		271,017,195		91.35%		380,474		385,962		98.6%		651		0		-		-		-		-		-

		2019/03		66,091,849		237,269,738		0		-		236,765,436		100.21%		371,471		349,155		106.4%		639		0		-		-		-		-		-

						8,844,248										13,739						644

						8,844

		ロシア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		249,820,501		489,648,182		0		-		606,340,489		80.75%		619,308		768,902		80.5%		791		0		-		-		-		-		-		7

		2018/01		23,475,281		46,011,550		0		-		37,642,492		122.23%		57,336		48,483		118.3%		802		0		-		-		-		-		-

		2018/02		23,467,768		45,996,825		0		-		41,677,393		110.36%		58,371		53,890		108.3%		788		0		-		-		-		-		-

		2018/03		28,161,829		55,197,185		0		-		55,066,665		100.24%		69,347		70,917		97.8%		796		0		-		-		-		-		-

		2018/04		29,134,888		57,104,380		0		-		51,409,079		111.08%		71,632		65,798		108.9%		797		0		-		-		-		-		-

		2018/05		28,300,303		55,468,594		0		-		51,420,349		107.87%		69,890		66,385		105.3%		794		0		-		-		-		-		-

		2018/06		29,105,898		57,047,559		0		-		51,120,385		111.59%		69,055		62,666		110.2%		826		0		-		-		-		-		-

		2018/07		26,761,752		52,453,033		0		-		47,238,507		111.04%		64,403		59,162		108.9%		814		0		-		-		-		-		-

		2018/08		25,422,365		49,827,835		0		-		46,456,545		107.26%		61,844		62,566		98.8%		806		0		-		-		-		-		-

		2018/09		11,250,390		22,050,764		0		-		56,269,767		39.19%		30,150		69,913		43.1%		731		0		-		-		-		-		-

		2018/10		12,932,184		25,347,080		0		-		59,012,452		42.95%		35,088		73,440		47.8%		722		0		-		-		-		-		-

		2018/11		11,807,845		23,143,376		0		-		56,289,703		41.11%		32,192		69,802		46.1%		719		0		-		-		-		-		-

		2018/12		0		0		0		-		52,737,152		0.00%		0		65,880		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

						6,359,067										8,043						791

						6,359

		中国 チュウゴク

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		253,847,903		4,257,029,327		0		-		4,276,874,170		99.54%		6,629,104		6,377,268		103.9%		642		0		-		-		-		-		-		69

		2018/01		21,499,479		360,546,268		0		-		354,313,915		101.76%		547,348		520,677		105.1%		659		0		-		-		-		-		-

		2018/02		19,902,231		333,760,419		0		-		317,080,764		105.26%		517,272		471,878		109.6%		645		0		-		-		-		-		-

		2018/03		21,157,732		354,815,159		0		-		340,711,334		104.14%		537,201		509,587		105.4%		660		0		-		-		-		-		-

		2018/04		20,238,475		339,399,222		0		-		339,685,662		99.92%		510,965		494,047		103.4%		664		0		-		-		-		-		-

		2018/05		20,188,411		338,559,649		0		-		350,489,524		96.60%		559,414		518,800		107.8%		605		0		-		-		-		-		-

		2018/06		21,499,488		360,546,409		0		-		380,465,857		94.76%		654,384		552,143		118.5%		551		0		-		-		-		-		-

		2018/07		24,090,931		404,004,918		0		-		401,912,616		100.52%		634,219		600,567		105.6%		637		0		-		-		-		-		-

		2018/08		23,709,415		397,606,893		0		-		391,397,135		101.59%		601,990		597,178		100.8%		660		0		-		-		-		-		-

		2018/09		20,247,900		339,557,280		0		-		340,705,766		99.66%		521,964		521,082		100.2%		651		0		-		-		-		-		-

		2018/10		20,449,485		342,937,857		0		-		340,641,385		100.67%		529,361		522,324		101.3%		648		0		-		-		-		-		-

		2018/11		19,610,734		328,872,006		0		-		339,044,797		97.00%		504,097		506,954		99.4%		652		0		-		-		-		-		-

		2018/12		21,253,622		356,423,248		0		-		380,425,416		93.69%		510,889		562,031		90.9%		698		0		-		-		-		-		-

						5,141,340										8,006						642

						5,141

		タイ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		136,089,230		485,838,550		0		-		539,844,041		90.00%		876,307		1,107,020		79.2%		554		0		-		-		-		-		-		22

		2018/01		13,421,005		47,912,987		0		-		40,074,580		119.56%		101,773		76,489		133.1%		471		0		-		-		-		-		-

		2018/02		11,488,032		41,012,276		0		-		37,324,473		109.88%		84,617		71,707		118.0%		485		0		-		-		-		-		-

		2018/03		12,723,835		45,424,091		0		-		42,611,486		106.60%		94,942		86,311		110.0%		478		0		-		-		-		-		-

		2018/04		12,840,018		45,838,865		0		-		45,051,056		101.75%		95,161		92,636		102.7%		482		0		-		-		-		-		-

		2018/05		12,432,458		44,383,875		0		-		37,668,891		117.83%		93,249		81,002		115.1%		476		0		-		-		-		-		-

		2018/06		12,305,931		43,932,174		0		-		45,718,692		96.09%		93,433		93,906		99.5%		470		0		-		-		-		-		-

		2018/07		12,344,254		44,068,987		0		-		46,736,223		94.29%		94,490		97,973		96.4%		466		0		-		-		-		-		-

		2018/08		12,112,614		43,242,032		0		-		48,688,249		88.81%		92,877		100,836		92.1%		466		0		-		-		-		-		-

		2018/09		11,428,445		40,799,549		0		-		49,654,757		82.17%		86,171		101,589		84.8%		473		0		-		-		-		-		-

		2018/10		5,156,638		18,409,197		0		-		46,566,077		39.53%		39,594		96,613		41.0%		465		0		-		-		-		-		-

		2018/11		7,520,459		26,848,037		0		-		46,014,052		58.35%		0		94,430		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

		2018/12		12,315,541		43,966,481		0		-		53,735,506		81.82%		0		113,528		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

						1,840,298										3,319						554

						1,840

		カンボジア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		723,052		80,974,591		0		-		79,876,540		101.37%		174,243		162,171		107.4%		465		0		-		-		-		-		-		1

		2018/01		60,902		6,820,403		0		-		5,835,079		116.89%		16,075		11,579		138.8%		424		0		-		-		-		-		-

		2018/02		54,361		6,087,933		0		-		5,431,325		112.09%		14,896		10,550		141.2%		409		0		-		-		-		-		-

		2018/03		61,330		6,868,311		0		-		6,083,072		112.91%		16,130		11,790		136.8%		426		0		-		-		-		-		-

		2018/04		62,016		6,945,199		0		-		6,234,230		111.40%		15,308		12,235		125.1%		454		0		-		-		-		-		-

		2018/05		55,382		6,202,267		0		-		6,263,222		99.03%		13,486		12,003		112.4%		460		0		-		-		-		-		-

		2018/06		57,645		6,455,609		0		-		6,783,814		95.16%		14,438		13,411		107.7%		447		0		-		-		-		-		-

		2018/07		55,777		6,246,474		0		-		7,030,093		88.85%		13,565		14,230		95.3%		460		0		-		-		-		-		-

		2018/08		61,259		6,860,382		0		-		7,381,441		92.94%		13,868		17,560		79.0%		495		0		-		-		-		-		-

		2018/09		56,863		6,368,142		0		-		6,971,815		91.34%		12,830		16,316		78.6%		496		0		-		-		-		-		-

		2018/10		66,844		7,485,806		0		-		7,285,194		102.75%		15,078		8,131		185.4%		496		0		-		-		-		-		-

		2018/11		61,908		6,933,024		0		-		7,221,156		96.01%		13,870		16,264		85.3%		500		0		-		-		-		-		-

		2018/12		68,765		7,701,041		0		-		7,356,099		104.69%		14,699		18,102		81.2%		524		0		-		-		-		-		-

						6,747,883										14,520						465

						6,748



		フィリピン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		69,533,573		157,145,876		0		-		51,237,143		306.70%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-		1

		2018/01		5,292,606		11,961,289		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/02		5,112,480		11,554,205		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/03		5,498,906		12,427,527		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/04		5,373,300		12,143,657		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/05		5,335,998		12,059,355		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/06		5,364,759		12,124,355		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/07		5,704,955		12,893,197		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/08		5,886,499		13,303,488		0		-		6,529,648		203.74%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/09		5,779,436		13,061,526		0		-		10,703,669		122.03%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/10		6,103,613		13,794,166		0		-		10,936,373		126.13%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/11		7,099,325		16,044,475		0		-		10,674,562		150.31%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/12		6,981,697		15,778,635		0		-		12,392,892		127.32%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

						13,095,490										0						ERROR:#DIV/0!

						13,095



				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン				検算 ケンザン

				アメリカ (本土・ハワイ） ホンド		34,334		30,151		1,139				30,151		0				9364837.1399935

				韓国 カンコク		5,589		6,292		888				6,292		0				16312.6546754795

				台湾 タイワン		8,844		13,739		644				13,739		0

				カンボジア		6,748		14,520		465				14,520		0

				ロシア（持分）		6,359		8,043		791				8,043		0

				中国（持分） チュウゴク モチブン		5,141		8,006		642				8,006		0

				タイ（持分）		1,840		3,319		554				3,319		0



				日本 ニホン		9,364		16,312		574				16,314		(2)



				Overseas Marugame Seimen brand　Basic information						(Monthly data per store)

						Sales
 (1,000 yen)		# of Guests
 (person)		Sales per Guest
 (yen)

				USA		34,334		30,151		1,139

				South Korea		5,589		6,292		888

				Taiwan (ROC)		8,844		13,739		644

				Cambodia		6,748		14,520		465

				Russia<JV>		6,359		8,043		791

				China(PRC) <JV>		5,141		8,006		642

				Thailand <JV>		1,840		3,319		554



				Japan		9,364		16,312		574

				過去データ カコ

				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン

				アメリカ		26,129		27,025		967

				韓国 カンコク		5,290		7,119		743

				台湾 タイワン		11,937		22,143		539

				ロシア（持分）		7,198		9,602		750

				中国（持分） チュウゴク モチブン		7,092		11,545		614

				タイ（持分）		2,457		4,910		500



				日本 ニホン		9,000		16,393		548







				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン

				アメリカ		31,554		31,756		994

				韓国 カンコク		6,005		7,465		804

				台湾 タイワン		16,033		24,226		662

				ロシア（持分）		7,736		10,644		727

				中国（持分） チュウゴク モチブン		8,479		12,302		689

				タイ（持分）		3,160		5,895		536



				日本 ニホン		8,836		16,213		545









Sheet8

		ＢＩ　「月別・日別推移」　→　「当月レート」　は、前月末のレートを採用

		閉店日　＞＝2016/03/31　（3/31以前に閉店した店舗は含まない） 　 開店日　＜＝2015/12/31（12/31以前に開店した店舗を含む）　など　　を選択

		*は取る

		開店、閉店の情報は、右クリックでロックする

		⇒　2016/1/1から03/31まで、ひと月フルで営業していた店舗を対象にしている

		1Q		閉店日　＞＝2019/3/31　		開店日 ＜＝2018/12/31

		2Q		閉店日　＞＝2019/06/30　		開店日 ＜＝2018/12/31

		3Q		閉店日　＞＝2019/09/30　		開店日 ＜＝2018/12/31

		4Q		閉店日　＞＝2019/12/31　		開店日 ＜＝2018/12/31

		※台湾は注意

		※丸亀製麺だけ絞る

		アメリカ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		3,775,772		420,005,085		0		-		305,840,278		137.33%		337,051		275,982		122.1%		1,246		0		-		-		-		-		-		5

		2019/01		1,330,758		146,330,201		0		-		103,856,746		140.90%		119,232		95,555		124.8%		1,227		0		-		-		-		-		-

		2019/02		1,184,941		132,559,354		0		-		96,738,622		137.03%		106,025		86,846		122.1%		1,250		0		-		-		-		-		-

		2019/03		1,260,073		141,115,529		0		-		105,244,911		134.08%		111,794		93,581		119.5%		1,262		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						28,000,339										22,470						1,246

						28,000

		韓国

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		1,580,603,090		158,813,746		0		-		166,848,993		95.18%		168,792		193,299		87.3%		941		0		-		-		-		-		-		10

		2019/01		531,204,040		53,226,645		0		-		56,384,924		94.40%		56,111		66,028		85.0%		949		0		-		-		-		-		-

		2019/02		497,843,510		50,431,548		0		-		53,101,644		94.97%		52,356		60,794		86.1%		963		0		-		-		-		-		-

		2019/03		551,555,540		55,155,554		0		-		57,362,425		96.15%		60,325		66,477		90.7%		914		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						5,293,792										5,626						941

						5,294

		台湾

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		232,899,909		816,303,255		0		-		758,783,227		107.58%		1,329,643		1,181,087		112.6%		614		0		-		-		-		-		-		31

		2019/04		73,674,211		265,227,160		0		-		261,160,848		101.56%		416,169		386,621		107.6%		637		0		-		-		-		-		-

		2019/05		75,733,337		260,522,679		0		-		238,959,394		109.02%		427,957		385,683		111.0%		609		0		-		-		-		-		-

		2019/06		83,492,361		290,553,416		0		-		258,662,985		112.33%		485,517		408,783		118.8%		598		0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

		2020/01																						0		-		-		-		-		-

		2020/02																						0		-		-		-		-		-

		2020/03																						0		-		-		-		-		-

						8,777,454										14,297						614

						8,777

		ロシア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計																						0		-		-		-		-		-		7

		2019/01																						0		-		-		-		-		-

		2019/02																						0		-		-		-		-		-

		2019/03																						0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						0										0						ERROR:#DIV/0!

						0

		中国

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		69,477,772		1,162,673,494		0		-		1,061,504,165		109.53%		1,630,424		1,625,313		100.3%		713		0		-		-		-		-		-		82

		2019/01		24,548,265		406,273,781		0		-		355,683,668		114.22%		572,525		567,131		101.0%		710		0		-		-		-		-		-

		2019/02		20,942,029		354,129,712		0		-		339,296,373		104.37%		481,953		503,492		95.7%		735		0		-		-		-		-		-

		2019/03		23,987,478		402,270,001		0		-		366,524,124		109.75%		575,946		554,690		103.8%		698		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						4,726,315										6,628						713

						4,726

		タイ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		34,435,354		123,136,542		0		-		136,646,473		90.11%		253,698		284,956		89.0%		485		0		-		-		-		-		-		24

		2019/01		11,696,125		41,638,205		0		-		46,666,141		89.23%		86,060		99,389		86.6%		484		0		-		-		-		-		-

		2019/02		10,642,945		38,314,601		0		-		42,171,387		90.85%		78,347		86,202		90.9%		489		0		-		-		-		-		-

		2019/03		12,096,285		43,183,736		0		-		47,808,945		90.33%		89,291		99,365		89.9%		484		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						1,710,230										3,524						485

						1,710

		カンボジア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		212,624		23,661,393		0		-		19,685,795		120.20%		44,272		47,403		93.4%		534		0		-		-		-		-		-		1

		2019/01		70,102		7,708,390		0		-		6,646,907		115.97%		14,847		15,975		92.9%		519		0		-		-		-		-		-

		2019/02		67,257		7,524,062		0		-		6,105,202		123.24%		14,023		14,947		93.8%		537		0		-		-		-		-		-

		2019/03		75,265		8,428,942		0		-		6,933,686		121.57%		15,402		16,481		93.5%		547		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						7,887,131										14,757						534

						7,887



		フィリピン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		63,548,033		143,724,744		0		-		52,754,174		272.44%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-		4

		2019/01		20,170,105		45,181,036		0		-		11,837,618		381.67%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/02		12,739,773		29,301,477		0		-		13,061,748		224.33%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/03		30,638,155		69,242,230		0		-		27,854,807		248.58%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/04														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/05														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/06														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/07														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/08														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/09														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/10														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/11														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/12														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

						11,977,062										0						ERROR:#DIV/0!

						11,977



				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)				検算

				アメリカ (本土・ハワイ）		28,000		22,470		1,246				22,470		0				9364837.1399935

				韓国		5,294		5,626		941				5,626		0				16312.6546754795

				台湾		8,777		14,297		614				14,297		0

				カンボジア		7,887		14,757		534				14,757		0

				ロシア（持分）		0		0		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				中国（持分）		4,726		6,628		713				6,628		0

				タイ（持分）		1,710		3,524		485				3,524		0



				日本		9,813		17,685		555				17,681		4



				Overseas Marugame Seimen brand　Basic information						(Monthly data per store)

						Sales
 (1,000 yen)		# of Guests
 (person)		Sales per Guest
 (yen)

				USA		28,000		22,470		1,246

				South Korea		5,294		5,626		941

				Taiwan (ROC)		8,777		14,297		614

				Cambodia		7,887		14,757		534

				China(PRC) <JV>		4,726		6,628		713

				Thailand <JV>		1,710		3,524		485



				Japan		9,813		17,685		555

				過去データ

				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)

				アメリカ		26,129		27,025		967

				韓国		5,290		7,119		743

				台湾		11,937		22,143		539

				ロシア（持分）		7,198		9,602		750

				中国（持分）		7,092		11,545		614

				タイ（持分）		2,457		4,910		500



				日本		9,000		16,393		548







				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)

				アメリカ		31,554		31,756		994

				韓国		6,005		7,465		804

				台湾		16,033		24,226		662

				ロシア（持分）		7,736		10,644		727

				中国（持分）		8,479		12,302		689

				タイ（持分）		3,160		5,895		536



				日本		8,836		16,213		545









株主還元

				配当の推移

						2012年3月期		2014年
3月期		2015年
3月期		2016年
3月期		2017年
3月期		2018年
3月期		2019年
3月期		2020年
3月期
(予想) ヨソウ

				1株当たりの
年間配当額 ア		15円50銭		8円00銭		10円00銭		24円00銭		26円00銭		26円50銭		1円50銭		12円50銭

				配当性向		19.90%		37.00%		20.50%		19.90%		20.00%		24.68%		24.10%		20.56%



																										株主優待の内容

																										保有株式数		優待内容		継続保有優遇 ケイゾク ホユウ ユウグウ

																										実施回数 ジッシ カイスウ		年2回 ネン カイ		左記に追加 サキ ツイカ		年2回 ネン カイ

																										100株以上～200株未満		4,000円相当の割引券 ワリビキケン				ー

																										200株以上～500株未満		4,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン

																										500株以上～1,000株未満		10,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン

																										1,000株以上		15,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン



				Changes in Dividends

						Year ended March 31, 2012		Year ended March 31, 2014		Year ended March 31, 2015		Year ended March 31, 2016		Year ended March 31, 2017		Year ended March 31, 2018		Year ended March 31, 2019		Year ended March 31, 2020
(estimated)

				Annual dividend per share		15.50yen		8.00yen		10.00yen		24.00yen		26.00yen		26.50yen		1.50yen		12.50yen																Annual dividend per share

				Dividend payout ratio		19.90%		37.00%		20.50%		19.90%		20.00%		20.00%		24.10%		20.56%																Dividend payout ratio



																										Shareholder incentives

																										Number of shares		Incentive		Preferential treatment for continuous holding

																										The number of times		Twice a year		Twice a year						Shareholder incentives

																										100 - 200		4,000 yen value coupon 		Add to left		-				Shareholder incentives

																										200 - 500		4,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 

																										500 - 1,000		10,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 

																										1,000+  		15,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 





丸亀製麺　既存店

																																				Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar

						2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		2018年
3月期 ネン ガツキ		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		10月																												2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月 ガツ		2月		3月		4月 ガツ		5月 ガツ		6月

						FY 2015		FY 2016		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep						FY 2015		FY 2016		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun

						FY 2015		FY 2016		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		FY 2017 		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月						FY 2015		FY 2016		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar

				Net Sales		106.7%		103.8%		104.8%		105.2%		107.0%		110.2%		104.2%		105.1%		100.6%		100.5%		107.6%		103.2%		103.1%		101.1%		104.4%		103.3%		94.4%		97.9%		96.3%		95.2%		92.2%		96.5%		101.8%		96.3%		97.6%		96.8%		99.6%		96.7%		110.1%		105.7%		103.0%		106.2%		111.3%						2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月

				# of guests - Head count		101.8%		103.0%		104.1%		102.5%		102.5%		104.2%		98.6%		101.4%		99.1%		98.6%		101.7%		99.7%		99.5%		98.2%		100.8%		97.6%		91.0%		95.2%		99.8%		97.5%		93.0%		93.9%		99.6%		96.1%		94.9%		96.6%		98.7%		99.0%		122.6%		106.6%		99.3%		104.1%		111.5%				売上 ウリアゲ		106.7%		103.8%		104.4%		103.3%		94.4%		97.9%		96.3%		95.2%		92.2%		96.5%		101.8%		96.3%								97%		110%		106%

				Sales per guest  - Average soend per head		106.7%		100.9%		100.7%		102.6%		104.4%		105.8%		105.7%		103.7%		101.5%		101.9%		105.8%		103.5%		103.7%		102.9%		103.5%		105.8%		103.8%		102.9%		96.5%		97.7%		99.1%		102.8%		102.2%		100.2%		102.9%		100.2%		100.9%		97.7%		89.8%		99.1%		103.7%		101.9%		99.9%				客数 キャクスウ		101.8%		103.0%		100.8%		97.6%		91.0%		95.2%		99.8%		97.5%		93.0%		93.9%		99.6%		96.1%								99%		123%		107%

																																				0%		1.30%		-1.42%		1.31%		2.16%		-3.53%		2.12%		1.36%		-1.32%						-2.1%		0.3%		-2.8%		-1.8%		1.7%		-1.2%		0.6%				客単価 キャクタンカ		106.7%		100.9%		103.5%		105.8%		103.8%		102.9%		96.5%		97.7%		99.1%		102.8%		102.2%		100.2%								98%		90%		99%

																																		売上 ウリアゲ																				97.6%		96.8%		97.4%		97.0%		107.3%		103.9%		104.7%		105.0%		111.9%

																																補正後 ホセイ ゴ		客数 キャクスウ		97.6%		92.3%		93.8%		101.1%		99.7%		89.5%		96.0%		101.0%		94.8%		94.9%		96.6%		96.6%		99.3%		119.8%		104.8%		101.0%		102.9%		112.1%

																																		客単価 キャクタンカ		105.8%		103.8%		102.9%		96.5%		97.7%		99.1%		102.8%		102.2%		100.2%		102.9%		100.2%		100.9%		97.7%		89.8%		99.1%		103.7%		101.9%		99.9%

				Net Sales																																																																						Net Sales

				# of guests - Head count																																																																						# of guests - Head count

				Sales per guest  - Average soend per head																																																																						Sales per guest  - Average soend per head



				売上 ウリアゲ																																																																						売上 ウリアゲ

				客数 キャクスウ																																																																						客数 キャクスウ

				客単価 キャクタンカ																																																																						客単価 キャクタンカ



																																		CM		110.0%		110.4%		79.4%		125.7%		73.0%		93.0%



				売上 ウリアゲ																																																																						売上 ウリアゲ

				客数 キャクスウ																																																																						客数 キャクスウ

				客単価 キャクタンカ																																																																						客単価 キャクタンカ



																																				0.9229357851



4月	5月	6月	7月	8月	9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	0.97599999999999998	0.92300000000000004	0.93779999999999997	1.0110999999999999	0.99659999999999993	0.89470000000000005	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1.0580000000000001	1.038	1.0289999999999999	0.96499999999999997	0.97699999999999998	0.99099999999999999	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	0.97599999999999998	0.92300000000000004	0.93779999999999997	1.0110999999999999	0.99659999999999993	0.89470000000000005	0.96020000000000005	1.0096000000000001	0.94779999999999998	0.94899059526460705	0.96625631312856342	0.96596933318853218	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1.0580000000000001	1.038	1.0289999999999999	0.96499999999999997	0.97699999999999998	0.99099999999999999	1.028	1.022	1.002	1.028875789193906	1.0017310931142946	1.0085696062261056	1.0409999999999999	1.0249999999999999	1.0249999999999999	1.042	0.98599999999999999	1.014	0.99099999999999999	0.98599999999999999	1.0169999999999999	0.997	0.995	0.98199999999999998	1.008	0.97599999999999998	0.91	0.95199999999999996	0.998	0.97499999999999998	0.93	0.93900000000000006	0.996	0.96099999999999997	0.94899059526460705	0.96625631312856342	0.98726933318853216	1.0069999999999999	1.026	1.044	1.0580000000000001	1.0569999999999999	1.0369999999999999	1.0149999999999999	1.0189999999999999	1.0580000000000001	1.0349999999999999	1.0369999999999999	1.0289999999999999	1.0349999999999999	1.0580000000000001	1.038	1.0289999999999999	0.96499999999999997	0.97699999999999998	0.99099999999999999	1.028	1.022	1.002	1.028875789193906	1.0017310931142946	1.0085696062261056	



1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	0.94899059526460705	0.96625631312856342	0.96596933318853218	0.99299999999999999	1.198	1.048	1.01	1.0289999999999999	1.121	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1.028875789193906	1.0017310931142946	1.0085696062261056	0.97699999999999998	0.89800000000000002	0.99099999999999999	1.0369999999999999	1.0189999999999999	0.999	







Sheet1

				FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018.2Q

				8,084,319		8,375,678		8,820,127		9,151,859		9,515,486		9,393,999

				8,084		8,376		8,820		9,152		9,515		9,394

												117.7%		112.2%

												1,431

				2013.04-2014.03		2014.04-2015.03		2015.04-2016.03		2016.04-2017.03		2017.04-2018.03		2018.04-2019.03

				2014年
3月期 ネン ガツキ		2015年
3月期 ネン ガツキ		2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		2019年
3月期3Q ネン ガツキ

				8,084,319		8,375,678		8,821,908		9,153,590		9,517,802		9290333.95227737

				8,084		8,376		8,822		9,154		9,518		9,290

												117.7%		114.9%

												1,433,483		1,206,015

				FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018.2Q

				2014年
3月期 ネン ガツキ		2015年
3月期 ネン ガツキ		2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		2019年
3月期3Q ネン ガツキ



2014年	
3月期	2015年	
3月期	2016年	
3月期	2017年	
3月期	2018年	
3月期	2019年	
3月期3Q	8084.3188461100035	8375.6776849462367	8821.9075525010794	9153.5900605864608	9517.8017006252685	9290.3339522773695	

IFRS16

				大きな変更点は、これまでのファイナンス・リースとオペレーティング・リースという分類がなくなり、あらゆるリースが資産計上されることだ。その結果、莫大な金額のリースが企業会計上に表面化することとなる。さらに、損益計算書上では、ほとんどのオペレーティング・リースの初期の影響が大きくなる。つまり、リースの初期費用が上がる。



				2019年の新基準適用以降、上場企業は2017年と18年の財務諸表にさかのぼって新基準適用を求められることとなる。非上場企業に関しても、同様に2018年と19年にさかのぼって適用となる。

				BS												ＰＬ

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				資産 シサン		○						○●				売上 ウリアゲ

				負債 フサイ		○						○●				販管費 ハ				●

																ＥＢＩＴＤＡ

				簿外 ボガイ				●								減価償却 ゲンカ ショウキャク		○						○●

																営業利益 エイギョウ リエキ

																財務費用 ザイム ヒヨウ		○						○●

																税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ





Sheet2

																								（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS（2019/4/1）※												ＰＬ(2019/4/1～2020/3/31)※

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								84,530				売上 ウリアゲ

				リース資産 シサン		5,658										販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン				15,443

				リース負債 フサイ		3,536						82,407				ＥＢＩＴＤＡ

																減価償却 ゲンカ ショウキャク		○						14,584

				簿外 ボガイ				●								営業利益 エイギョウ リエキ

																財務費用 ザイム ヒヨウ		○						498

																税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ



				BS（新規計上額）※ シンキ ケイジョウ ガク

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								78,872

				リース資産 シサン		○

				リース負債 フサイ		○						78,872



				簿外 ボガイ				●

				※IFRS16影響額に関しましては、将来期間の為替レートが不明、減損が未確定、社宅データが最新のものではないなど、

				数値の変動要素はありますので、その点はご留意ください。





Sheet3

																								（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS（2019/4/1）												ＰＬ(2019/4/1～2020/3/31)

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								84,530				売上 ウリアゲ

				リース資産 シサン		5,658										販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン				15,443

				リース負債 フサイ		3,536						82,407				ＥＢＩＴＤＡ

																減価償却 ゲンカ ショウキャク								14,584

				BS（新規計上額） シンキ ケイジョウ ガク												営業利益 エイギョウ リエキ

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン				財務費用 ザイム ヒヨウ								498

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース				税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ

				使用権資産 シヨウケン シサン								78,872

				リース資産 シサン

				リース負債 フサイ								78,872

				※IFRS16影響額に関しましては、将来期間の為替レートが不明、減損が未確定、社宅データが最新のものではないなど、

				数値の変動要素はありますので、その点はご留意ください。





Sheet6

																				（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS期首影響額 キシュ エイキョウガク										ＰＬ影響額(2019/4/1～2019/6/30) エイキョウガク

						旧会計基準(2019/3/31現在) キュウ カイケイ キジュン ゲンザイ		新基準により
追加的に認識(2019/4/1現在) シン キジュン ツイカテキ ニンシキ ゲンザイ		合計 ゴウケイ						旧会計基準 キュウ		IFRS16
影響額 エイキョウガク		新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース

				使用権資産 シヨウケン シサン				78,094		78,094				売上 ウリアゲ		39,212		0		39,212

				有形リース資産(期末帳簿価額) ユウケイ シサン キマツ チョウボ カガク		2,364				2,364				販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン		4,555		-3,735		819

				リース負債 フサイ		3,536		79,928		83,464				ＥＢＩＴＤＡ		3,653		3,624		7,277

				利益剰余金の減少(税効果会計等考慮後) リエキ ジョウヨキン ゲンショウ ゼイ コウカ カイケイ トウ コウリョ ゴ				880		880				減価償却 ゲンカ ショウキャク		1,126		3,624		4,751

														営業利益 エイギョウ リエキ		1,940		111		2,051

														金融費用 キンユウ ヒヨウ		345		124		469

														税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ		1,382		-13		1,369











将来イメージ



						2019年
3月 ネン ガツ		2020年
3月 ネン ガツ		2021年
3月 ネン ガツ		2022年
3月 ネン ガツ								2026年
3月 ネン ガツ				2019年
3月 ネン ガツ		2020年
3月 ネン ガツ		2021年
3月 ネン ガツ		2022年
3月 ネン ガツ				2026年
3月 ネン ガツ

				仮 カリ		145,190		166,116		192,054		218,455								350,000				145,190		166,116		192,054		218,455				350,000

								114%		116%		114%								ERROR:#DIV/0!						114%		116%		114%				ERROR:#DIV/0!

						0		39,203		52,239		67,284								150,000				0		39,203		52,239		67,284				150,000

																				500,000														500,000



								205,319		244,293		285,739														205,319		244,293		285,739

						120%		124%		127%		131%		134%		138%		142%		142%				120%		124%		127%		131%		ERROR:#REF!		142%





















































2019年	
3月	2020年	
3月	2021年	
3月	2022年	
3月	2026年	
3月	145190	166116	192054	218455	350000	2019年	
3月	2020年	
3月	2021年	
3月	2022年	
3月	2026年	
3月	1.2	1.236	1.272	1.3080000000000001	1.3440000000000001	1.3800000000000001	1.4160000000000001	1.42	2019年	
3月	2020年	
3月	2021年	
3月	2022年	
3月	2026年	
3月	145190	166116	192054	218455	350000	2019年	
3月	2020年	
3月	2021年	
3月	20	22年	
3月	2026年	
3月	0	39203.375999999989	52238.687999999995	67284.140000000014	150000	

Sheet7

				現状 ゲンジョウ												修正案 シュウセイ アン

						店舗数 テンポ スウ		売上（億円） ウリアゲ オク エン		売上（億円）
/店 ウリアゲ オク エン テン		月商（万円）
/店 ゲツ ショウ マン エン テン						店舗数 テンポ スウ		売上（億円） ウリアゲ オク エン		売上（億円）
/店 ウリアゲ オク エン テン		月商（万円）
/店 ゲツ ショウ マン エン テン

				北米 ホクベイ		1,000		1,000		1.0		833				北米 ホクベイ		1,000		1,000		1.0		833

				中南米 チュウナンベイ		200		100		0.5		417				中南米 チュウナンベイ		200		150		0.8		625

				欧州(+中東） オウシュウ チュウトウ		500		50		0.1		83		⇒		欧州(+中東） オウシュウ チュウトウ		500		350		0.7		583

				アジア		2,300		1,350		0.6		489				アジア		2,000		1,250		0.6		521

				日本 ニホン		2,000		2,500		1.3		1,042				日本 ニホン		2,000		2,000		1.0		833

																　TDJ以外 イガイ		300		250		0.8		694

						6,000		5,000		0.8		694						6,000		5,000		0.8		694
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2Q



				連結PL (IFRS) レンケツ

						第2四半期 ダイ シハンキ						計画 ケイカク								前年同期 マエ ネン ドウキ キ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネンヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		80,017		100.0%		111.2%		77,748		100.0%		102.9%				71,981		100.0%

				事業利益 ジギョウ リエキ		5,840		7.3%		132.9%		3,651		4.7%		160.0%				4,393		6.1%

				EBITDA		15,499		19.4%		231.2%		13,793		17.7%		112.4%				6,705		9.3%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		15,560		19.4%		226.4%		14,093		18.1%		110.4%				6,872		9.5%

				営業利益 エイギョウ リエキ		5,084		6.4%		123.3%		3,359		4.3%		151.4%				4,122		5.7%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		4,100		5.1%		99.3%		3,073		4.0%		133.4%				4,128		5.7%

				四半期利益 シハンキ リエキ		2,601		3.3%		89.0%		2,009		2.6%		129.5%				2,923		4.1%				←値張り注意 アタイ バ チュウイ

				親会社の所有者に帰属する四半期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク シハンキ キ リエキ		2,569		3.2%		87.1%		1,948		2.5%		131.9%				2,948		4.1%



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		108.5%		47,039		100.0%		104.6%				45,346		100.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%				←　自動リンク ジドウ







				Consolidated PL (IFRS)																												Planned（計画した・された）　

						2Q FY 2019 						2Q FY 2019 (forecast) 								Previous period												一語だけでは違和感がありますがいかがでしょうか

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 				Amount		% to Revenue

				Revenue		80,017		100.0%		111.2%		77,748		100.0%		102.9%				71,981		100.0%										上期計画　H1 2018 (forecast) 

				Contribution margin		5,840		7.3%		132.9%		3,651		5%		160.0%				4,393		6.1%

				EBITDA		15,499		19.4%		231.2%		13,793		18%		112.4%				6,705		9.3%

				Adjusted EBITDA		15,560		19.4%		226.4%		14,093		18.1%		110.4%				6,872		9.5%										売上費　% to Sales 

				Operating profit		5,084		6.4%		123.3%		3,359		4.3%		151.4%				4,122		5.7%

				Profit before tax		4,100		5.1%		99.3%		3,073		4.0%		133.4%				4,128		5.7%										計画比 % to Plan 

				Profit for the year		2,601		3.3%		89.0%		2,009		2.6%		129.5%				2,923		4.1%

				Profit for the year attributable to owners of the parents		2,569		3.2%		87.1%		1,948		2.5%		131.9%				2,948		4.1%										前年比 YoY



				Marugameseimen segment																												英語では、表記の統一が重要になります。

				Revenue		49,183		100%		108.5%		47,039		100%		104.6%				45,346		100%										Pnanned(FY2018 2Q)

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%										 (2Q 2018) と期が前に来ます。

				Overseas segment																												カッコの前後には半角スペースが必要です。

				Revenue		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%





















4Q1



				連結PL (IFRS) レンケツ

						当期 トウキ										計画 ケイカク								前期 ゼンキ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		進捗率 シンチョク リツ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネンヒ				※値張りがあるので、計算式をチェック アタイ バ ケイサン シキ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		116,504		100.0%		49,660		100.0%		114.5%		112,233		100.0%		103.8%				101,779		100.0%		114.5%

				EBITDA		11,745		10.1%		-		-		-		-		-		-				12,167		12.0%		96.5%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		12,362		10.6%		-		-		96%		14,057		12.5%		87.9%				12,934		12.7%		95.6%

				営業利益 エイギョウ リエキ		7,635		6.6%		4,490		9.0%		88.6%		8,851		7.9%		86.3%				8,619		8.5%		88.6%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		7,175		6.2%		4,380		8.8%		84.8%		8,993		8.0%		79.8%				8,466		8.3%		84.8%

				当期利益 トウキ リエキ		4,663		4.0%		2,800		5.6%		83.5%		5,968		5.3%		78.1%				5,585		5.5%		83.5%				78.1%		※値張り アタイ バ

				親会社の所有者に帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウ キ リエキ		4,665		4.0%		2,810		5.7%		82.8%		5,970		5.3%		78.1%				5,631		5.5%		82.8%				78.1%		※値張り アタイ バ



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		49,660		100.0%		57.5%		89,306		100.0%		55.1%				85,598		100.0%		57.5%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		7,832		6.7%		-		-		-		14,913		-		-				13,674		13.4%		57.3%				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		49,660		100.0%		287.0%		6,876		100.0%		243.2%				5,826		100.0%		287.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		2,352		2.0%		-		-		-		366		-		-				363		0.4%		647.9%				←　自動リンク ジドウ

										　







				Consolidated PL (IFRS)

						FY 2017										FY 2017 Plan								Previous period

						Amount		Ratio to
Revenue		Planned		Ratio to
Revenue		Ratio to
Plannede		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Planned				Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		116,504		100.0%		49,660		100.0%		114.5%		112,233		100.0%		103.8%		0		101,779		100.0%		114.5%

				EBITDA		11,745		10.1%		-		-		-		-		-		-		0		12,167		12.0%		96.5%

				Adjusted EBITDA		12,362		10.6%		-		-		96%		14,057		12.5%		87.9%		0		12,934		12.7%		95.6%

				Operating profit		7,635		6.6%		4,490		9.0%		88.6%		8,851		7.9%		86.3%		0		8,619		8.5%		88.6%

				Profit before tax		7,175		6.2%		4,380		8.8%		84.8%		8,993		8.0%		79.8%		0		8,466		8.3%		84.8%

				Profit for the year		4,663		4.0%		2,800		5.6%		83.5%		5,968		5.3%		78.1%		0		5,585		5.5%		83.5%

				Profit for the year attributable to owners of the parents		4,665		4.0%		2,810		5.7%		82.8%		5,970		5.3%		78.1%		0		5,631		5.5%		82.8%

				Marugameseimen segment

				Revenue		49,183		100.0%		49,660		100.0%		57.5%		89,306		100.0%		55.1%		0		85,598		100.0%		57.5%

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		6.7%		-		-		-		14,913		-		-		0		13,674		13.4%		57.3%

				Overseas segment

				Revenue		16,720		100.0%		49,660		100.0%		287.0%		6,876		100.0%		243.2%		0		5,826		100.0%		287.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		2,352		2.0%		-		-		-		366		-		-		0		363		0.4%		647.9%





4Q



				連結PL (IFRS) レンケツ

						当期 トウキ						計画 ケイカク								前期 マエ ドウキ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		145,022		100.0%		124.5%		144,673		100.0%		100.2%				116,504		100.0%		124.5%

				EBITDA		8,671		6.0%		73.8%		-		-		-				11,745		10.1%		73.8%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		12,402		8.6%		100.3%		-		-		-				12,362		10.6%		100.3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		2,302		1.6%		30.2%		4,710		3.3%		48.9%				7,635		6.6%		30.2%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		1,337		0.9%		18.6%		4,219		2.9%		31.7%				7,175		6.2%		18.6%

				当期利益 トウキ リエキ		221		0.2%		4.7%		3,017		2.1%		7.3%				4,663		4.0%		4.7%				←値張り注意 アタイ バ チュウイ

				親会社の所有者に帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウ キ リエキ		267		0.2%		5.7%		3,105		2.1%		8.6%				4,665		4.0%		5.7%



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		108.5%		47,039		100.0%		104.6%				45,346		100.0%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%		0.0%				←　自動リンク ジドウ







				Consolidated PL (IFRS)																														Planned（計画した・された）　

						FY 2019 						Full -year forecast								FY 2018														一語だけでは違和感がありますがいかがでしょうか

						Millions of yen		Ratio to revenue		YoY change		Millions of yen		Ratio to revenue		Ratio to budget				Millions of yen		Ratio to revenue		YoY change

				Revenue		145,022		100.0%		124.5%		144,673		100.0%		100.2%				116,504		100.0%		124.5%										上期計画　H1 2018 (forecast) 

				EBITDA		8,671		6.0%		73.8%		-		-		-				11,745		10.1%		73.8%

				Adjusted EBITDA		12,402		8.6%		100.3%		-		-		-				12,362		10.6%		100.3%										売上費　% to Sales 

				Operating profit		2,302		1.6%		30.2%		4,710		3.3%		48.9%				7,635		6.6%		30.2%

				Profit before tax		1,337		0.9%		18.6%		4,219		2.9%		31.7%				7,175		6.2%		18.6%										計画比 % to Plan 

				Profit for the year		221		0.2%		4.7%		3,017		2.1%		7.3%				4,663		4.0%		4.7%

				Profit for the year attributable to owners of the parents		267		0.2%		5.7%		3,105		2.1%		8.6%				4,665		4.0%		5.7%										前年比 YoY



				Marugameseimen segment																														英語では、表記の統一が重要になります。

				Revenue		49,183		100%		108.5%		47,039		100%		104.6%				45,346		100%		0.0%										Pnanned(FY2018 2Q)

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%		0.0%										 (2Q 2018) と期が前に来ます。

				Overseas segment																														カッコの前後には半角スペースが必要です。

				Revenue		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%		0.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%		0.0%





















丸亀PL



				※項目　丸亀製麺を更新すれば他のセグメントもリンク コウモク マ コウシン タ																																																				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期 ダイ シハンキ						計画 ケイカク										前年同期 ゼンネン ドウキ																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキ ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキ ヒ																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		108.5%		47,039		100.0%		104.6%		104.6%				45,346		100.0%		108.5%																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%		117.8%				6,595		14.5%		118.8%		1,237																												税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Marugameseimen segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		49,183		100%		108.5%		47,039		100%		104.6%		104.6%				45,346		100%		108.5%										19,324		-		254.5%

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%		117.8%				6,595		14.5%		118.8%										14,576		75.4%		53.7%























とん一PL



																																																								その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				豚屋とん一セグメントPL  ブタ ヤ イチ																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期						計画										前年同期																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		1,827		100.0%		95.5%		1,940		100.0%		94.2%		94.2%				1,914		100.0%		95.5%																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ		55		3.0%		-		29		1.5%		188.2%		-				△ 12		-		-458.3%		67																												税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Butaya tonichi segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		1,827		100.0%		95.5%		1,940		100.0%		94.2%		94.2%				1,914		100.0%		95.5%										19,324		-		9.5%

				Operating profit of Butaya tonichi segment		55		3.0%		-		29		1.5%		2		-				△ 12		-		-458.3%										14,576		75.4%		0.4%























カフェPL



																																																								その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				カフェセグメントPL 																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期						計画										前年同期																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		2,595		100.0%		149.0%		2,278		100.0%		113.9%		113.9%				1,742		100.0%		149.0%																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ		116		4.5%		168.1%		94		4.1%		123.4%		-				69		4.0%		168.1%																														税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Butaya tonichi segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		2,595		100.0%		149.0%		2,278		100.0%		113.9%		113.9%				1,742		100.0%		149.0%										19,324		-		13.4%

				Operating profit of Butaya tonichi segment		116		4.5%		168.1%		94		4.1%		1		-				69		4.0%		168.1%										14,576		75.4%		0.8%























海外ＰＬ

				海外事業セグメントＰＬ カイガイ ジギョウ

						第2四半期						計画										前年同期

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%		102.0%				14,906		100.0%		112.2%

				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%		124.5%				1,695		11.4%		138.8%		657







				Overseas segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%		102.0%				14,906		100.0%		112.2%

				Operating profit of Overseas segment		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%		124.5%				1,695		11.4%		138.8%

















店舗数



								2019年
3月末 ネン ガツ マツ		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								出店		退店		2019年
9月末 ネン ガツ マツ

										1Q		2Q		3Q		4Q

				国内 コクナイ				1,103		7		0		-2		-4		36		16		1,123

						内、丸亀製麺 ウチ		817		7				-2		-4		11		4		824

				海外 カイガイ				575		-1				1		1		61		34		602

				合 計 ゴウ ケイ				1,678		6		0		-1		-3		97		50		1,725





								2019
Mar		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								Open		Close		2019
June

										1Q		2Q		3Q		4Q

				Domestic				1,103		7		0		(2)		(4)		36		16		1,123

						Marugame Seimen		817		7		0		(2)		(4)		11		4		824

				Overseas				575		(1)		0		1		1		61		34		602

				Total				1,678		6		0		(1)		(3)		97		50		1,725



















国内店舗数

				国内 コクナイ

				運営業態 ウンエイ ギョウタイ						2019年
3月末 ネン ガツ マツ		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								累計 ルイケイ				2019年
9月末 ネン ガツ マツ

												1Q		2Q		3Q		4Q		出店 シュッテン		退店 タイ テン

				丸亀製麺（うどん） マルガメ セイメン						817		5		1		2		-3		11		4		824

						RS				637		7				-2		-4		5		3		639

						SC				180		-2		1		4		1		6		1		185

				とりどーる（焼き鳥） ヤ トリ						15		-1		-1						0		2		13

				豚屋とん一等（豚カツ・トンテキ） ブタ ヤ イチ トウ トン						53										1		0		54

				丸醤屋（ラーメン） マル ジャン ヤ						11								-1		0		1		10

				長田本庄軒（焼きそば） ナ ヤ						10										2		0		12

				コナズ珈琲等（カフェ） コーヒー トウ						29										4		0		33

				天ぷらまきの（天ぷら定食） テン テン テイショク						11										5		0		16

				晩杯屋（立ち飲み） ※1 バン ハイ ヤ タ ノ						49										0		4		45

				ずんどう屋（ラーメン） ヤ						45										3		0		48

				その他 タ						63		-1				1		1		10		5		68				出店 シュッテン		ヤマキ 7、鳥八代 １、いぶき １、福はうち １ トリ ハチダイ フク

				合 計 ゴウ ケイ						1,103		3		0		3		-3		36		16		1,123				退店 タイテン		Collective 2、麺屋どおり １、ヤマキ ２、 メン ヤ









				Domestic

				Brands						Mar
2019		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								During period				Sep
2019								Roadside locations "roadside"は一語です。

												1Q		2Q		3Q		4Q		Open		Close

				Marugame Seimen (Udon)						817		5		1		2		-3		11		4		824								Mall locations/Shopping center locaitons

						Roadside locations				637		7		0		-2		-4		5		3		639

						Shopping center locaitons				180		-2		1		4		1		6		1		185								ショッピングセンターは固有名詞ではないので

				Toridoll (Yakitori)						15		-1		-1		0		0		0		2		13								最初だけ大文字です。

				Butaya Tonichi （Tonkatsu,tonteki）						53		0		0		0		0		1		0		54								とんいちの表記の揺らぎを統一する必要があります

				Marushoya (Ramen)						11		0		0		0		-1		0		1		10

				Nagatahonjoken (Yakisoba)						10		0		0		0		0		2		0		12

				Kona's CoffeeRoasted（Cafe）						29		0		0		0		0		4		0		33

				Makino（Tenpura）						11		0		0		0		0		5		0		16

				Banpaiya (Standing Bar)						49		0		0		0		0		0		4		45

				Zundoya (Ramen)						45		0		0		0		0		3		0		48

				Others						63		-1		0		1		1		10		5		68

				Total						1,103		3		0		3		-3		36		16		1,123























海外店舗数

						海外 カイガイ

						業態 ギョウタイ		運営形態 ウンエイ ケイタイ		持分
比率 モチブン ヒリツ		エリア		直営 チョクエイ								FC								総合計 ソウ ゴウケイ

														2019年 ネン		通期累計 ツウキ ルイ ケイ				2019年 ネン		2019年 ネン		通期累計 ツウキ ルイ ケイ				2019年 ネン

														3月末 ガツ マツ		出店 シュッテン		退店 シリゾ ミセ		9月末 ガツ マツ		3月末 ガツ マツ		出店 シュッテン		退店 シリゾ ミセ		9月末 ガツ マツ

						丸亀製麺 マルガメ セイメン		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		6		2		0		8		0		0		0		0		8

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		韓国 カンコク		6		0		-1		5		4		0		0		4		9

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		90%		台湾 タイワン		30		1		0		31		0		0		0		0		31

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		65%		カンボジア		2		0		-1		1		0		2		0		2		3

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		タイ		19		0		0		19		0		0		0		0		19

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		37%		中国 チュウゴク		76		9		-10		75		5		0		0		5		80		(丸亀製麺等） マルガメ セイメン トウ

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		33%		シンガポール		3		0		0		3		0		0		0		0		3

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		インドネシア		0		0		0		0		51		7		-1		57		57

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		ベトナム		0		0		0		0		10		0		0		10		10

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		オーストラリア		0		0		0		0		2		2		0		4		4

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		フィリピン		0		0		0		0		4		3		0		7		7

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		ロシア		0		0		0		0		6		1		0		7		7		⇒　次回より「ロイヤリティ収入」に変更 ジカイ シュウニュウ ヘンコウ

						譚仔雲南米線		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		中国(香港） チュウゴク ホンコン		53		2		0		55		0		0		0		0		55

						譚仔三哥米線		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		中国(香港） チュウゴク		54		4		0		58		0		0		0		0		58

						MONSTER CURRY		連結子会社 レンケツ コガイシャ		70%		シンガポール		13		0		0		13		0		0		0		0		13

						Wok to Walk		連結子会社 レンケツ コガイシャ		60%		欧州等 オウシュウ トウ		2		0		-2		0		101		11		-6		106		106		←将来的にはエリア別記載とChill Chillの分離を検討 ショウライテキ ベツ キサイ ブンリ ケントウ

						Boat Noodle等 トウ		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		49%		マレーシア等 トウ		65		3		-10		58		6		3		0		9		67		←ＦＣ：インドネシア、ブルネイ、シンガポール

						Boat Noodle		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		ミャンマー		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Shoryu（昇龍） ショウリュウ		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		39%		イギリス		11		0		0		11		0		0		0		0		11

						Poke		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		アメリカ等 トウ		32		0		-1		31		7		11		0		18		49

						とん一 イチ		連結子会社 レンケツ コガイシャ		90%		台湾 タイワン		4		0		-2		2		0		0		0		0		2

						Tokyo Table		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		1		0		0		1		0		0		0		0		1		←Saly Papa含む フク

						Crackin' Kitchen等 トウ		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						合　計 ア ケイ								379		21		-27		373		196		40		-7		229		602



						Overseas

						Brands		Units		Shareholding ratio		Area		 Own stores								FC								Total										3Q FY2017

														2019		FY2019				2019		2019		FY2019				2019												Open　Openings

														Mar		Openings		Closures		Sep		Mar		Openings		Closures		Sep												Close　Closures

						Marugame Seimen		Subsidiaries		100%		USA		6		2		0		8		0		0		0		0		8										Direct operation → Own stores

								Subsidiaries		100%		Korea		6		0		-1		5		4		0		0		4		9										Investment ratio → Shareholding ratio

								Subsidiaries		90%		Taiwan		30		1		0		31		0		0		0		0		31										Operation form → Units

								Subsidiaries		65%		Cambodia		2		0		-1		1		0		2		0		2		3										JVs → Joint ventures

								JVs		40%		Thailand		19		0		0		19		0		0		0		0		19

								JVs		37%		China		76		9		-10		75		5		0		0		5		80		(丸亀製麺等） マルガメ セイメン トウ								Zundouya は海外では　Zund　でしょうか

								JVs		33%		Singapore		3		0		0		3		0		0		0		0		3										また雲南ヌードルの社名も英語にしてください

								FCs		-		Indonesia		0		0		0		0		51		7		-1		57		57										Tam Jai Yunnan Mixian  

								FCs		-		Vietnam		0		0		0		0		10		0		0		10		10										Tam Jai Sam Gor Mixian

								FCs		-		Australia		0		0		0		0		2		2		0		4		4

								FCs		-		Philippines		0		0		0		0		4		3		0		7		7

								FCs		-		Russia		0		0		0		0		6		1		0		7		7										FCS → Franchise stores

						Tam Jai Yunnan Mixian  		Subsidiaries		100%		China		53		2		0		55		0		0		0		0		55

						Tam Jai Sam Gor Mixian		Subsidiaries		100%		China		54		4		0		58		0		0		0		0		58

						MONSTER CURRY		Subsidiaries		70%		Singapore		13		0		0		13		0		0		0		0		13

						Wok to Walk		Subsidiaries		60%		Europe, etc		2		0		-2		0		101		11		-6		106		106

						Boat Noodle, etc		JVs		49%		Malaysia, etc		65		3		-10		58		6		3		0		9		67		←将来的にはエリア別記載とChill Chillの分離を検討 ショウライテキ ベツ キサイ ブンリ ケントウ

						Boat Noodle		JVs		40%		Myanmar		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Shoryu		JVs		39%		UK		11		0		0		11		0		0		0		0		11

						Poke		JVs				USA, etc		32		0		-1		31		7		11		0		18		49

						Ton-ichi		Subsidiaries		90%		Taiwan		4		0		-2		2		0		0		0		0		2

						Tokyo Table		Subsidiaries		100%		USA		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Crackin' Kitchen		Subsidiaries		100%		USA		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Total								379		21		-27		373		196		40		-7		229		602







販管費

						↓　値張り アタイ バ																				Dec
2016		Increase of COGS ratio		Increase of labor cost ratio		Decrease of utitily cost ratio		Increase of Advertising cost ratio		Decrease of other cost ratio		Dec
2017						Outsourced expenses cost ratio

				IFRS																				A		0.0%		6.1%		5.2%		5.2%		5.37%		5.373%		0.0%						4.68%

						当期 トウ キ		前期 ゼン キ		当期 トウ キ		前期 ゼン キ												B		6.6%		0.5%		1.0%		0.3%		0.1%		0.1%		5.5%						0.7%

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		84,611,870,484		76,410,732,534		100.0%		100.0%								6.63%								7.1%		6.2%		5.5%		5.60%		5.47%								6.29%

				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		22,114,638,095		19,597,952,094		26.1%		25.6%		0.49%		0.5%				0.49%																		-0.003%

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		62,497,232,389		56,812,780,440		73.9%		74.4%		-0.49%		-0.5%				0.95%						12.63%												11.38%

				人件費 ジンケンヒ		25,998,829,075		22,750,669,742		30.7%		29.8%		0.95%		1.0%				-0.30%

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		5,600,694,221		5,285,510,882		6.6%		6.9%		-0.30%		-0.3%				0.11%

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		3,008,620,794		2,630,257,849		3.6%		3.4%		0.11%		0.2%				0.30%

				外部委託費 ガイブ イタク ヒ		1,204,491,635		556,939,561		1.4%		0.7%		0.69%		0.9%

				減価償却 ゲンカ ショウキャク		2,822,536,290		2,630,600,253		3.3%		3.4%		-0.11%		0.1%

				非経常的費用項目 ヒ ケイジョウ テキ ヒヨウ コウモク						0.0%		0.0%		0.00%		0.0%

				その他経費 タ ケイヒ		20,280,276,639		18,621,209,302		24.0%		24.4%		-0.40%		-0.4%

				販管費合計 ハンカンヒ ゴウケイ		56,092,912,364		49,844,587,336		66.3%		65.2%		1.06%		1.1%

				減損損失 ゲンソン ソンシツ		197,019,359		174,192,361		0.2%		0.2%		0.00%		0.0%

				その他の営業収益		209,974,802		373,096,998		0.2%		0.5%		-0.24%		-0.2%

				その他の営業費用		290,358,876		182,532,680		0.3%		0.2%		0.10%		0.1%

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,126,916,592		6,984,565,061		7.2%		9.1%		-1.90%		-1.9%

				金融収益		214,537,303		158,888,535		0.3%		0.2%		0.05%		0.0%

				金融費用		204,615,613		209,755,449		0.2%		0.3%		-0.03%		-0.0%

				持分法による投資損益		(45,923,735)		32,780,539		-0.1%		0.0%		-0.10%		-0.1%

				税引前利益-IFRS		6,090,914,547		6,966,478,686		7.2%		9.1%		-1.92%		-1.9%



				EBITDA		9,029,836,956		9,424,600,996		10.7%		12.3%		-1.66%		-1.7%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		9,625,721,108		9,650,528,423		11.4%		12.6%		-1.25%		0.1%





				※アウトラインの資料は＋－がややこしいので、アウトラインと違う資料をもらうこと！ シリョウ チガ シリョウ



						当期 トウ キ				前期 ゼン キ

				売上収益-IFRS		84,611,870,484				76,410,732,534

				売上原価-IFRS		22,114,638,095		26.1%		19,597,952,094		25.6%		0.5%

				売上総利益-IFRS		62,497,232,389		73.9%		56,812,780,440		74.4%		-0.5%

				役員報酬		108,250,002		0.1%		96,300,000		0.1%		0.0%

				従業員給与手当		4,251,910,385		5.0%		3,264,218,911		4.3%		0.8%

				従業員賞与		294,363,696		0.3%		347,556,450		0.5%		-0.1%

				従業員賞与引当金繰入額		263,711,252		0.3%		178,669,616		0.2%		0.1%

				アルバイト料		18,107,580,347		21.4%		16,321,483,339		21.4%		0.0%

				法定福利費		1,892,859,523		2.2%		1,521,885,102		2.0%		0.2%

				厚生費		273,222,179		0.3%		236,219,611		0.3%		0.0%

				退職給付費用		149,941,697		0.2%		133,743,809		0.2%		0.0%

				研修費		91,559,816		0.1%		53,362,661		0.1%		0.0%

				株式報酬費用		54,682,240		0.1%		61,835,720		0.1%		-0.0%

						25,998,829,075		30.7%		22,750,669,742		29.8%		1.0%

				減価償却費(販管)		2,822,536,290		3.3%		2,630,600,253		3.4%		-0.11%

				地代家賃		8,669,876,965		10.2%		7,984,604,610		10.4%		-0.20%

				電気料金		3,114,409,866		3.7%		2,811,307,132		3.7%		0.00%

				ガス料金		604,463,439		0.7%		521,485,071		0.7%		0.03%

				水道料金		1,861,837,616		2.2%		1,932,147,803		2.5%		-0.3%

						5,600,694,221		6.6%		5,285,510,882		6.9%		-0.3%

				備品消耗品費		1,536,121,739		1.8%		1,423,941,890		1.9%		-0.0%

				厨房備品食器費		616,137,407		0.7%		622,442,100		0.8%		-0.1%

				炭代		19,983,300		0.0%		20,570,876		0.0%		-0.0%

				被服費		310,825,129		0.4%		273,273,775		0.4%		0.0%

				開店時経費		250,779,337		0.3%		163,398,764		0.2%		0.1%

				定期メンテナンス費		476,580,650		0.6%		390,988,628		0.5%		0.1%

				保守点検料		2,054,919		0.0%		354,650		0.0%		0.0%

				警備料		595,671,384		0.7%		551,618,341		0.7%		-0.0%

				求人広告費		510,747,938		0.6%		535,394,523		0.7%		-0.1%

				支払手数料		657,366,431		0.8%		473,775,940		0.6%		0.2%

				荷造費		1,896		0.0%				0.0%		0.0%

				運搬費		964,386		0.0%				0.0%		0.0%

				リース・賃借料		26,867,764		0.0%		13,271,124		0.0%		0.0%

				外部委託費		1,204,491,635		1.4%		556,939,561		0.7%		0.7%												Dec
2016		Increase of COGS ratio		Increase of labor cost ratio		Decrease of utitily cost ratio		Increase of Advertising cost ratio		Decrease of other cost ratio		Dec
2017

				寄付金		15,017,016		0.0%		6,152,671		0.0%		0.0%												0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.00%		0.000%		0.0%

				衛生管理費		692,339,799		0.8%		609,215,331		0.8%		0.0%

				塵芥料		530,476,058		0.6%		504,529,603		0.7%		-0.0%												H29.3期
3Q キ		売上
原価率
の増加 ウリアゲ ゲンカ リツ ゾウカ		人件費率
の増加 ジンケンヒ リツ ゾウカ		水道
光熱費率
の減少 スイドウ コウネツヒ リツ ゲンショウ		広告宣伝費率
の増加 コウコク センデンヒ リツ ゾウカ		その他
経費率
の増加 タ ケイヒ リツ ゾウカ		H30.3期
3Q キ						外部委託費
の増加 ガイブ イタク ヒ ゾウカ

				お客様対応費		14,658,964		0.0%		13,904,231		0.0%		-0.0%

				商品開発費		48,854,784		0.1%		28,088,380		0.0%		0.0%

				業態開発費		7,795,434		0.0%		9,889,498		0.0%		-0.0%

				広告宣伝費		3,008,620,794		3.6%		2,630,257,849		3.4%		0.1%

				福利厚生費(販管)		1,296,795		0.0%				0.0%		0.0%

				接待交際費		85,773,510		0.1%		94,771,534		0.1%		-0.0%

				会議費		20,621,775		0.0%		13,479,002		0.0%		0.0%																悪化 アッカ		改善 カイゼン

				旅費交通費		641,341,918		0.8%		514,056,094		0.7%		0.1%														12.6%						12.6%

				通信費		406,286,357		0.5%		402,376,664		0.5%		-0.0%												原価 ゲンカ				0.5%				12.1%

				事業税等		4,283,742		0.0%				0.0%		0.0%												人件費 ジンケンヒ				1.0%				11.2%

				租税公課		383,083,463		0.5%		721,992,640		0.9%		-0.5%												水道光熱費 スイドウ コウネツヒ						0.3%		11.5%

				修繕費		1,010,202,596		1.2%		817,273,886		1.1%		0.1%												広告宣伝費 コウコク センデンヒ				0.1%				11.3%

				保険料		141,634,593		0.2%		117,153,401		0.2%		0.0%												外部委託費 ガイブ イタク ヒ				0.7%				10.6%

				貸倒引当金繰入額(販管)				0.0%		0		0.0%		0.0%																				10.6%

				のれん償却額				0.0%		0		0.0%		0.0%

				雑費		315,321,537		0.4%		240,056,292		0.3%		0.1%														11.4%						0.8%

				為替換算誤差		(4,495,999)		-0.0%		0		0.0%		-0.0%

				販売費及び一般管理費-IFRS		56,092,912,364		66.3%		49,844,587,336		65.2%		1.1%

				減損損失(特別)		197,019,359		0.2%		174,192,361		0.2%		0.0%

				減損損失-IFRS		197,019,359		0.2%		174,192,361		0.2%		0.0%

				受取協賛金		28,347,221		0.0%		7,182,014		0.0%		0.0%

				受取給付金				0.0%		18,631,066		0.0%		-0.0%

				受取保険金		8,389,093		0.0%		20,827,797		0.0%		-0.0%

				受取地代家賃		39,790,668		0.0%		29,405,074		0.0%		0.0%

				店舗閉鎖損失引当金戻入益		3,024,900		0.0%		42,842,250		0.1%		-0.1%

				その他の営業外収益		129,591,887		0.2%		103,524,768		0.1%		0.0%

				その他特別利益		831,033		0.0%		150,684,029		0.2%		-0.2%

				負ののれん償却額				0.0%		0		0.0%		0.0%

				その他の営業収益-IFRS		209,974,802		0.2%		373,096,998		0.5%		-0.2%

				固定資産除却損（営業外）		189,939,267		0.2%		63,302,783		0.1%		0.1%

				固定資産売却損(特別)		1,891,623		0.0%		5,436,180		0.0%		-0.0%

				固定資産除却損(特別)		15,054,213		0.0%		1,613,675		0.0%		0.0%

				その他の営業外費用		81,259,435		0.1%		30,858,047		0.0%		0.1%

				その他特別損失		2,214,338		0.0%		81,321,995		0.1%		-0.1%

				その他の営業費用-IFRS		290,358,876		0.3%		182,532,680		0.2%		0.1%

				営業利益-IFRS		6,126,916,592		7.2%		6,984,565,061		9.1%		-1.9%

				受取利息		111,269,374		0.1%		132,166,662		0.2%		-0.0%

				受取配当金		0		0.0%		1,082,988		0.0%		-0.0%

				為替差益		102,406,861		0.1%		25,243,762		0.0%		0.1%

				貸倒引当金戻入額		861,068		0.0%		395,123		0.0%		0.0%

				金融収益-IFRS		214,537,303		0.3%		158,888,535		0.2%		0.0%

				支払手数料（営業外）		176,301		0.0%				0.0%		0.0%

				支払利息及び割引料		204,439,312		0.2%		209,738,516		0.3%		-0.0%

				投資有証評価損(特別)				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替差損		0		0.0%		0		0.0%		0.0%

				貸倒引当金繰入額(営業外)				0.0%		16,933		0.0%		-0.0%

				金融費用-IFRS		204,615,613		0.2%		209,755,449		0.3%		-0.0%

				金融収益・費用純額-IFRS		9,921,690		0.0%		(50,866,914)		-0.1%		0.1%

				持分法による投資利益		0		0.0%		32,780,539		0.0%		-0.0%

				持分法による投資損失		45,923,735		0.1%		0		0.0%		0.1%

				持分法による投資損益-IFRS		(45,923,735)		-0.1%		32,780,539		0.0%		-0.1%

				税引前利益-IFRS		6,090,914,547		7.2%		6,966,478,686		9.1%		-1.9%

				法人税、住民税及び事業税		2,268,587,516		2.7%		2,404,932,387		3.1%		-0.5%

				法人税等調整額		(168,234,397)		-0.2%		(125,953,201)		-0.2%		-0.0%

				法人所得税費用-IFRS		2,100,353,119		2.5%		2,278,979,186		3.0%		-0.5%

				当期利益-IFRS		3,990,561,428		4.7%		4,687,499,500		6.1%		-1.4%

				少数株主損益		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				少数株主損益(控除)		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				当期利益(計)		3,976,600,697		4.7%		4,703,918,074		6.2%		-1.5%

				少数株主損益(加算)		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				少数株主損益調整前当期純利益2		3,990,561,428		4.7%		4,687,499,500		6.1%		-1.4%

				為替換算調整勘定-期首調整				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定-増減		(24,512,511)		-0.0%		(673,794,264)		-0.9%		0.9%

				為替換算調整勘定-組替調整額				0.0%		(8,967,051)		-0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定-換算調整		190,918,936		0.2%		(222,390,934)		-0.3%		0.5%

				為替換算調整勘定-税効果				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定		166,406,425		0.2%		(905,152,249)		-1.2%		1.4%

				在外営業活動体の換算差額-IFRS		166,406,425		0.2%		(905,152,249)		-1.2%		1.4%

				為替換算調整勘定-持分損益		60,941,835		0.1%		(655,780,616)		-0.9%		0.9%

				持分法適用会社に対する持分相当額		60,941,835		0.1%		(655,780,616)		-0.9%		0.9%

				その他の包括利益合計-IFRS		227,348,260		0.3%		(1,560,932,865)		-2.0%		2.3%

				包括利益-IFRS		4,217,909,688		5.0%		3,126,566,635		4.1%		0.9%

				親会社株主に係る包括利益		4,138,526,729		4.9%		3,251,408,331		4.3%		0.6%

				為替換算調整勘定-少持損益		65,422,228		0.1%		(108,423,122)		-0.1%		0.2%

				少数株主に係る包括利益		79,382,959		0.1%		(124,841,696)		-0.2%		0.3%

				資本剰余金期首残高		4,007,005,257		4.7%		3,946,667,082		5.2%		-0.4%

				資本剰余金期首残高計		4,007,005,257		4.7%		3,946,667,082		5.2%		-0.4%

				新株式発行高		0		0.0%				0.0%		0.0%

				ストックオプション行使		46,021,543		0.1%		61,421,483		0.1%		-0.0%

				子会社増加増加高(CS)		0		0.0%		580,547,721		0.8%		-0.8%

				持分増加増加高(CS)				0.0%		(580,547,721)		-0.8%		0.8%

				資本剰余増加(その他)				0.0%		(7,179,474)		-0.0%		0.0%

				資本剰余金増加額計		46,021,543		0.1%		54,242,009		0.1%		-0.0%

				資本剰余金期末残高計		4,053,026,800		4.8%		4,000,909,091		5.2%		-0.4%

				利益剰余金期首残高		25,668,638,036		30.3%		21,218,844,514		27.8%		2.6%

				利益剰余金期首調整額		144,544,938		0.2%		0		0.0%		0.2%

				利益剰余金期首残高計		25,813,182,974		30.5%		21218844514		27.8%		2.7%

				当期利益計		3,976,600,697		4.7%		4,703,918,074		6.2%		-1.5%

				子会社増加増加高(SS)		0		0.0%		-8607819577		-11.3%		11.3%

				子会社減少増加高(SS)		310		0.0%				0.0%		0.0%

				持分増加増加高(SS)				0.0%		8607819577		11.3%		-11.3%

				利益剰余金増加額計		3,976,601,007		4.7%		4703918074		6.2%		-1.5%

				支払配当金(前期分)		0		0.0%		1		0.0%		-0.0%

				支払配当金(期末)		1,127,884,966		1.3%		1039355784		1.4%		-0.0%

				子会社増加減少高(SS)		0		0.0%				0.0%		0.0%

				子会社減少減少高(SS)		3,106,557		0.0%		0		0.0%		0.0%

				持分減少減少高(SS)		0		0.0%		0		0.0%		0.0%

				利益剰余金減少額計		1,130,991,523		1.3%		1039355785		1.4%		-0.0%

				利益剰余金期末残高計		28,658,792,458		33.9%		24883406803		32.6%		1.3%



























































































































































A	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	0	6.1414073879174302E-2	5.1884232756536808E-2	5.18	84232756536808E-2	5.3728542335630798E-2	5.3728542335630798E-2	0	B	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	6.6298074929537765E-2	4.8840010503634623E-3	9.5298411226374946E-3	2.9795907585764281E-3	1.1352811794824377E-3	1E-3	5.4763246846318239E-2	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	1	





丸亀製麺　販管費

				2017.06		原価率 ゲンカ リツ		人件費率 ジンケンヒ		水道光熱費率 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費率 コウコク センデンヒ		その他経費率 タ ケイヒ		2018.06

				丸亀製麺 マ

				June
2017		COGS ratio		labor cost ratio		utitily cost ratio		Advertising cost ratio		other cost ratio		June
2018

						15.80%		15.10%		15.00%		15.00%		15.20%

				16.10%		0.30%		0.70%		0.10%		0.70%		0.50%		15.20%



				June
2017		COGS ratio		labor cost ratio		utitily cost ratio		Advertising cost ratio		other cost ratio		June
2018

						2.800%		2.100%		2.000%		2.000%		2.200%

				3.100%		0.30%		0.70%		0.10%		0.70%		0.50%		2.200%





				連結 レンケツ

				H29.03		原価 ゲンカ		人件費 ジンケンヒ		水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費 コウコク センデンヒ		その他経費 タ ケイヒ		H30.03

						24.80%		24.80%		25.50%

				26.50%		1.70%		0.70%		0.40%		0.00%		0.30%		24.20%



				H29.03		原価 ゲンカ		人件費 ジンケンヒ		水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費 コウコク センデンヒ		その他経費 タ ケイヒ		H30.03

						-0.200%		-0.200%		0.500%

				1.500%		1.70%		0.70%		0.40%						-0.800%

				Mar
2017		COGS ratio		labor cost ratio		utitily cost ratio		Advertising cost ratio		other cost ratio		Mar
2018						Outsourced expenses cost ratio
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0	150	250	100	150	100	50	200	100	June	
2017	COGS ratio	labor cost ratio	utitily cost ratio	Advertising cost ratio	other cost ratio	June	
2018	2.7999999999999997E-2	2.0999999999999991E-2	1.999999999999999E-2	1.999999999999999E-2	2.1999999999999992E-2	June	
2017	COGS ratio	labor cost ratio	utitily cost ratio	Advertising cost ratio	other cost ratio	June	
2018	3.1E-2	3.0000000000000001E-3	7.0000000000000001E-3	1E-3	7.0000000000000001E-3	5.0000000000000001E-3	2.1999999999999992E-2	

海外概況

				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				アジア		台湾		出店拡大中		商品・マーケティング施策の強化により、直近では既存店前年比で前年を上回る月もある。経営体制を再整備し、更なる事業拡大に必要な体制を構築中。豚カツ業態も4店舗運営。 ショウヒン シサク キョウカ チョッキン キゾン テン ゼンネン ゼンネン ウワマワ ツキ ケイエイ タイセイ サイセイビ サラ ジギョウ カクダイ ヒツヨウ タイセイ コウチク ナカ		3,200百万 / 390百万  ヒャク マン ヒャクマン

						韓国		収益改善中		2018年に大幅な不採算店舗を閉店したことにより収益基盤が強化。今後は既存店の収益性の強化を図り、全社黒字を目指す。 ネン オオハバ フサイサン テンポ ヘイテン シュウエキ キバン キョウカ コンゴ キゾン テン シュウエキセイ キョウカ ハカ ゼンシャ クロジ メザ		550百万 / 5百万  ヒャク マン ヒャクマン						韓国				2018年に大幅な不採算店舗を閉店したことにより収益基盤が強化。2019年は既存店の収益性の強化を行い、全社黒字を目指す。 ネン オオハバ フサイサン テンポ ヘイテン シュウエキ キバン キョウカ ネン キゾン テン シュウエキセイ キョウカ オコナ ゼンシャ クロジ メザ

						中国		出店拡大中		北京、上海、香港などの大都市での展開に力点をおいて展開中。試験的に地方都市にも出店していたが、日本食に対して市場が未成熟であったこともあり苦戦。不採算店舗は閉鎖し、今後は十分な市場のある大都市にフォーカスする。 ペキン シャンハイ ホンコン ダイトシ テンカイ リキテン テンカイチュウ シケンテキ チホウ トシ シュッテン ニホンショク タイ シジョウ ミセイジュク クセン フサイサン テンポ ヘイサ コンゴ ジュウブン シジョウ ダイトシ								中国				北京、上海、香港などの大都市での展開に力点をおいて展開中。試験的に地方都市にも出店をしていたが、日本食に対して市場が未成熟であったこともあり、不採算店舗は閉鎖し、今後は十分な市場のある大都市にフォーカスする。 ペキン シャンハイ ホンコン ダイトシ テンカイ リキテン テンカイチュウ シケンテキ チホウ トシ シュッテン ニホンショク タイ シジョウ ミセイジュク フサイサン テンポ ヘイサ コンゴ ジュウブン シジョウ ダイトシ

						香港（雲南） ホンコン ウンナン				現在「譚仔雲南米線」「譚仔三哥米線」を計105店舗(12月末現在)を展開。香港で雲南ヌードル業態のシェアは7割と圧倒的なブランド力を誇る。
2社を統合管理するCEO、CFOをはじめ、マネジメント層を採用し 　グループ会社としてのガバナンス強化および更なる成長を実現する 　ための経営強化を図っている 。
現在はトリドールHDと協力しながらさらなるブランド強化のための施策やノウハウの伝承を実施中。将来的には、香港国内において150～160店舗体制を目指す。 ガツマツ リョク シサク デンショウ ジッシ チュウ タイセイ		3390百万 / 560百万  ヒャク マン ヒャクマン										2社を統合管理するCEO、CFOをはじめ、マネジメント層を採用し 　グループ会社としてのガバナンス強化および更なる成長を実現する 　ための経営強化を図っている 

				東南アジア トウナン		タイ 		収益改善中		店舗段階のEBITDAが平均で15%前後、25％前後の店舗が多数あり比較的堅調に推移している。不採算店舗の整理や本部費の合理化を図り、収益強化を図っている。								タイ 				店舗段階のEBITDAが平均で15%前後、25％前後の店舗が多数あり比較的堅調に推移している。不採算店舗の整理や本部費の合理化を図り、収益強化を図っている。 テンポ ダンカイ ヘイキン ゼンゴ ゼンゴ テンポ タスウ ヒカクテキ ケンチョウ スイイ フサイサン テンポ セイリ ホンブ ヒ ゴウリカ ハカ シュウエキ キョウカ ハカ

						インドネシア		出店拡大中		ジャカルタにおける主要モールを中心に丸亀製麺を展開すると共に、更なる拡大を狙い地方都市での拡大を図っている。顧客層の拡大も視野に入れたエクスプレス店の導入も検討中で、2025年までに100店舗展開を目指す。 コキャクソウ カクダイ シヤ イ テン ドウニュウ ケントウチュウ ネン テンポ テンカイ メザ				 				インドネシア				ジャカルタにおける主要モールを中心に丸亀製麺を展開すると共に、更なる拡大を狙い地方都市での拡大を図っている。顧客層の拡大も視野に入れたエクスプレス店の導入も検討中で、2025年までに100店舗展開を目指す。 コキャクソウ カクダイ シヤ イ テン ドウニュウ ケントウチュウ ネン テンポ テンカイ メザ

						ベトナム		収益改善中		ホーチミンの既存店の収益性向上に向け注力。実験店舗にて様々な施策を実施し、横展開を進める。加えて、ハノイ、ハイフォンなどの北部地域でサブフランチャイズでの出店を予定。 キゾン テン シュウエキセイ コウジョウ ム チュウ チカラ ジッケン テンポ サマザマ シサク ジッシ ヨコ テンカイ スス クワ ホクブ チイキ シュッテン ヨテイ								ベトナム				2019年はホーチミンの既存店の収益性の改善に力を入れる。実験店舗を導入し、様々な施策を実施、横展開を進めていく。加えて、ハノイ、ハイフォンといった北部地域でサブフランチャイズにて2-3店舗の出店を予定。 ネン キゾン テン シュウエキセイ カイゼン チカラ イ ジッケン テンポ ドウニュウ サマザマ シサク ジッシ ヨコ テンカイ スス クワ ホクブ チイキ テンポ シュッテン ヨテイ



				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				東南アジア トウナン		カンボジア		収益改善中		既存レギュラー店の収益が向上し、前年比で約110％の伸びを示している。直営店に加え、フランチャイズ加盟店の出店立地も確定しており、プノンペンにおける更なる展開が予定されている。郊外向けの新業態（丸亀製麺）も展開しており、より広範囲に展開できるよう模索中。		80百万 / △21百万  ヒャク マン ヒャクマン						カンボジア				既存レギュラー店の収益が向上し、前年比で約110％の伸びを示している。直営店に加え、フランチャイズ加盟店の出店立地も確定しており、プノンペンにおける更なる展開が予定されている。郊外向けの新業態（丸亀製麺）も展開しており、より広範囲に展開できるよう模索中。 キゾン テン シュウエキ コウジョウ ゼンネンヒ ヤク ノ シメ チョクエイ テン クワ カメイ テン シュッテン リッチ カクテイ サラ テンカイ ヨテイ コウガイ ム シンギョウタイ マルガメ セイメン テンカイ コウハンイ テンカイ モサクチュウ

						マレーシア
（ Boat Noodle 、他） ホカ		出店拡大中		主力業態であるBoatNoodleに力点を置いて展開中。マレーシア国内でBoatNoodleのみで50店舗（過去2年間で約40店舗の開店）を展開しており、現地で認知度の高いブランドとして成長している。
店舗段階のみならず、全社でもEBITDA20%を超える好業績で、今後の更なる発展が期待される。国外の展開も進み、ブルネイ、ミャンマー、インドネシア、シンガポールに出店済み。更なる進出に向けて取り組み中。								マレーシア
（ Boat Noodle 、他） ホカ				主力業態であるBoatNoodleに力点を置いて展開中。マレーシア国内でBoatNoodleのみで50店舗（過去2年間で約40店舗の開店）を展開しており、現地で認知度の高いブランドとして成長している。
店舗段階のみならず、全社でもEBITDA20%を超える好業績で、今後の更なる発展が期待される。国外の展開も進み、ブルネイ、ミャンマー、インドネシア、シンガポールに出店済み、更なる進出に向けて取り組み中。 シュリョク ギョウタイ リキテン オ テンカイチュウ コクナイ テンポ カコ ネンカン ヤク テンポ カイテン テンカイ ゲンチ ニンチド タカ セイチョウ テンポ ダンカイ ゼンシャ コ コウギョウセキ コンゴ サラ ハッテン キタイ コクガイ テンカイ スス シュッテン ズ サラ シンシュツ ム ト ク チュウ

						フィリピン				フランチャイズとして丸亀製麺１号店を2017年8月、2号店を2018年2月、3号店を同年8月、4号店を11月にをオープンしたが、いずれも好業績を維持。
今後は更なる拡大を狙いマニラ地域での出店を加速していく予定。 ゴウテン ネン ガツ ゴウ テン ドウ ネン ガツ ス ギョウセキ イジ コンゴ								フィリピン				2018年11月に4号店をオープンしたが、どの店舗も業績好調で年換算1,000万円以上の売上を誇る。2019年は更なる拡大を狙いマニラ地域での出店を加速していく予定。4月以降の出店攻勢で年間7店舗出店を目指す。 ネン ガツ ゴウテン テンポ ギョウセキ コウチョウ トシ カンサン マンエンイジョウ ウリアゲ ホコ ネン サラ カクダイ ネラ チイキ シュッテン カソク ヨテイ ガツ イコウ シュッテン コウセイ ネンカン テンポ シュッテン メザ

						ミャンマー
（Boat Noodle）				現地飲食最大手のYKKO社と合弁会社を設立し、２０１７年１０月よりBoatNoodle業態をフランチャイズで展開。これまでミャンマーにはないオシャレな空間と食事を楽しめるお店として受け入れられ、賑わいを見せている。現状、２店舗のオープンを目指している。								ミャンマー
（Boat Noodle）				現地飲食最大手のYKKO社と合弁会社を設立し、２０１７年１０月よりBoatNoodle業態をフランチャイズで展開。これまでミャンマーにはないオシャレな空間と食事を楽しめるお店として受け入れられ、賑わいを見せている。現状、２店舗のオープンを目指している。 カイシャ ゲンジョウ

						シンガポール
（丸亀製麺） マ				中国合弁を介してシンガポールにて3店舗出店。賃料は高いものの、認知拡大を目的に代表的なモールへ出店をしている。認知浸透と共に収益性も向上しており、当面は3店舗に集中して足場を固める方針。 リョウ セイ								シンガポール
（丸亀製麺） マ				中国合弁を介してシンガポールにて3店舗出店。家賃は高いものの、認知拡大を目的に代表的なモールへの出店をしている。認知浸透と共に収益も向上しており、当面は3店舗に集中して足場を固める方針。 チュウゴク ゴウベン カイ テンポ シュッテン ヤチン タカ ニンチ カクダイ モクテキ ダイヒョウテキ シュッテン ニンチ シントウ トモ シュウエキ コウジョウ トウメン テンポ シュウチュウ アシバ カタ ホウシン

						シンガポール
（MONSTER CURRY）				シンガポール国内で11店舗を展開中（2018年12月末現在）。シンガポールの日本式カレー市場で圧倒的なシェアNO.1を獲得している。
現在はトリドールHDと協働しながら、さらなる強みの強化とトリードールHDが所有する店舗運営ノウハウの継承を実施中。今後は、シンガポールの日本式カレー市場におけるポジショニングをさらに強化し、2025年までに20店体制を目指す。 コンゴ タイセイ メザ								シンガポール
（MONSTER CURRY）				現在、モンスターカレーはシンガポール国内で11店舗を展開中（2018年12月末現在）。「モンスターカレー」はシンガポールの日本式カレー市場で圧倒的なシェアNO.1を獲得している。現在はトリドールHDと協働しながら、さらなるモンスターカレーの強みの強化とトリードールが所有する店舗運営のノウハウの継承を実施中。これらを組み合わせることで、シンガポールの日本式カレー市場におけるモンスターカレーのポジショニングをさらに強化し、2025年までに20店に増やす。 ゲンザイ コクナイ テンポ テンカイチュウ ネン ガツ マツ ゲンザイ シジョウ ゲンザイ キョウドウ ツヨ キョウカ ショユウ ケイショウ ジッシチュウ ク ア ニホンシキ シジョウ キョウカ



				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				アメリカ		TDC（Tokyo Ｔable) 		－		1号店アーバイン店は世界でも上位の高い売上を堅持し、安定的な黒字体質。
2号店アルハンブラ店を業態転換した”日本の洋食”を軸にした新業態"Saly papa"は客数は確保するも客単価の向上に苦戦。		780百万 / △280百万  ヒャク マン ヒャクマン						TDC（Tokyo Ｔable) 		－		1号店アーバイン店は世界でも上位の高い売上を堅持し、安定的な黒字体質。2号店アルハンブラ店を業態転換した”日本の洋食”を軸にした新業態"Saly papa"は客数は確保するも客単価の向上に苦戦。撤退の方向性で検討をしている ケンジ アンテイテキ クロジタイシツ ギョウタイ テンカン シン キャクスウ カクホ キャクタンカ コウジョウ クセン テッタイ ホウコウセイ ケントウ

						丸亀製麺		本土一号店出店		ハワイWaikikki店は依然好調を維持　世界トップの売上を誇る（最高日商も更新）。
2017年9月にオープンしたロサンゼルス・Sawtelle店、2018年1月にオープンのサンフランシスコ・Stonestown店はさらなる改善が進み、売上が伸張。3号店がLA・ビバリーヒルズ店舗はモールの集客が鈍化しており店舗モデルの構築に苦戦。また、2018年12月に4号店がグレンデールにオープンし、米国では初の丸亀フードコートモデルの構築に取り組んでいる。 ネン ガツ		ハワイ
830百万 / 120百万
本土：軽微                  ホンド ケイビ						丸亀製麺		本土一号店出店		ハワイWaikikki店は依然好調を維持　世界トップの売上を誇る（最高日商も更新）。
2017年9月にオープンしたロサンゼルス・Sawtelle店、2018年1月にオープンのサンフランシスコ・Stonestown店はさらなる改善が進み、売上が伸張。3号店がLA・ビバリーヒルズ店舗はモールの集客が鈍化しており店舗モデルの構築に苦戦。また4号店のグレンデールがオープンし、米国では初の丸亀フードコートモデルの構築に取り組む サイコウ ニッショウ コウシン テン テン カイゼン スス ウリアゲ シンチョウ テンポ シュウキャク ドンカ テンポ コウチク クセン ゴウテン ベイコク ハツ マルガメ コウチク ト ク

						CRACKIN’KITCHEN		出店準備中		ハワイ店は依然好調を維持　世界１、２位の売上を誇る。2018年3月LAに本土１号店メニュー改善やマーケ施策が結果に結びつかず、閉店。		590百万 / 70百万  ヒャク マン ヒャクマン						CRACKIN’KITCHEN		出店準備中		ハワイ店は依然好調を維持　世界１、２位の売上を誇る。2018年3月LAに本土１号店メニュー改善やマーケ施策が結果に結びつかず、閉店 テン ネン ホンド ゴウテン カイゼン シサク ケッカ ムス ヘイテン

						POKE				2018年8月に出資を完了し提携開始。10-12月にかけて積極的に新店をオープンし、現在は32店舗体制に。2019年も約30店舗(すべてFC)の出店を計画中。品質保証や購買面で、トリドールHDのノウハウ移管を検討している。 タイセイ								POKE				2018年8月に出資を完了し提携開始。10-12月にかけて積極的に新店をオープンし、現在は30店舗強に。2019年も約30店舗(すべてFC)の積極出店を計画中。品質保証や購買面で、トリドールHDのノウハウ移管を検討している ネン ガツ シュッシ カンリョウ テイケイ カイシ セッキョクテキ ゲンザイ テンポ キョウ セッキョク シュッテン ケイカクチュウ ケントウ

				イギリス		Shoryu		出店拡大中		引き続きロンドンでのドミナント展開を進める。唯一の郊外店であるマンチェスター店とオクスフォード店は賃料や物流費などのコストカットを実施中。
単価を抑えたラーメンのほか、焼きそば・カツカレーなどの新メニューを導入。また、グデタマなどキャラクターを使用した販促のほか、店外からの視認性を高める施策など、集客に向けた取り組みも実施しており、全体として成果が出ている。								Shoryu				引き続きロンドンでのドミナント展開を進める。唯一の郊外店であるマンチェスター店とオクスフォード店は賃料や物流費などのコストカットを実施中。
商品は単価を抑えたラーメンや、グデタマなどキャラクターを使用した販促、焼きそばやカツカレーなどの新メニューを導入。店外からの視認性を高める施策など、集客に向けた取り組みも実施しており、全体として成果が出ている。 テンカイ ユイイツ コウガイ テン テン テン チンリョウ ブツリュウ ヒ ジッシ チュウ ショウヒン タンカ オサ シヨウ ハンソク ヤ シン ドウニュウ テン ガイ シニンセイ タカ シサク シュウキャク ム ト ク ジッシ ゼンタイ セイカ デ

				ロシア		丸亀製麺		収益改善中		2020年12月期より、合弁を解消し、全店FC化。これにより資金の外部調達も可能になり、モスクワにてFC、サブFC店の展開を画策、積極的な出店と既存店強化を目論む。
今後は、収益拡大とともにこれまで出店のなかった立地への新規出店を行い、店舗数の拡大を予定している。						ロシア		丸亀製麺		収益改善中		2020年12月期より、合弁を解消し、全店FC化。これにより資金の外部調達も可能になり、モスクワにてFC、サブFC店の展開を画策、積極的な出店と既存店強化を目論む。今後は、収益拡大とともに、ロシアにおけるTier oneモールからの誘いもある中で、これまで出店のなかった立地への新規出店を行い、店舗数の拡大を予定している。日本からのサポート方法についても、引き続き検討。 ネン ガツキ ゴウベン カイショウ ゼンテン カ シキン ガイブチョウタツ カノウ ミセ テンカイ カクサク セッキョクテキ シュッテン キョウカ モクロ コンゴ シュウエキカクダイ サソ ナカ シュッテン リッチ シンキ シュッテン オコナ テンポスウ カクダイ ヨテイ ニホン ホウホウ ヒ ツヅ ケントウ

				その他 タ		ＷＯＫ ＴＯ ＷＡＬＫ		出店拡大中		フランスにおける大型契約を含む複数のフランチャイジーが存在することにより、フランチャイズビジネスは堅調に推移し、順調に店舗数を拡大している。
苦戦中の米国での直営店は具材やオペレーションの見直しを行った。		軽微 ケイビ						ＷＯＫ ＴＯ ＷＡＬＫ				フランスにおける大型契約を含む複数のフランチャイジーが存在することにより、フランチャイズビジネスは堅調に推移し、順調に店舗数を拡大している。
苦戦中の米国での直営店は具材やオペレーションの見直しを行った。 ソンザイ ケンチョウ スイイ ジュンチョウ テンポ スウ カクダイ クセン チュウ ベイコク チョクエイテン グザイ ミナオ オコナ



				Area		Country/Brand		Status		Outline		PL Contribution (last year)
Sales / Segment profit

				Asia		Taiwan (ROC)		出店拡大中		Improves personnel system for staff sufficiency. Opening new stores. Operating 4 Tonkatsu stores.		3,200 mil. / 390 mil.

						S. Korea		収益改善中		Main stores keep good. Opening new stores.		350mil. / 5mil.

						China (PRC)		出店拡大中		Keeps good. Sales in coast cities (e.g., Shanghai) are nice. Currently 85 stores. "Hakatan-maru" ramen brand develops.

						Hong Kong (Yunnan)				Grouped in Feb-2018. Currently operating "Tam Chai Yunnan Noodle" and "TamJai SamGor Rice Noodle" stores (109 in total). 70% market share of Yunnan Noodle in Hong Kong. To open new stores in Hong Kong.		3390mil. / 560mil.

						Thailand		収益改善中		Management enhancement brings big profit improvement through 1) profit improvement of Existing Stores, 2) development of small stores (good sales with low initial costs), and 3) customization of HQ costs. To keep stable profits.

						Indonesia		出店拡大中		Develops Marugameseimen stores mainly in major Shopping Centers in Jakarta. Also examines other big cities. Marugame Seimen brand is Halal approved, and popular among local Muslims.				 

						Vietnam		Profit being improved		Saves opening stores in 2017 for yearly profit by improving organization system and management system.  To achieve monthly profits. Examines sub-franchising for further business expansion.

						Cambodia		Profit being improved		Sales of Existing Stores improved a lot. Portable stall type stores (with small initial costs) contribute to profit.  Launches new brand for casual Japanese foods in Feb. 2018, targeting wider range of market.		80mil. / △21mil.

						Malaysia
(Boat Noodle, Others)		Opening new stores		Operating approx. 70 stores of "Boat Noodle" and "CillCill" brands. Expanding with profits. Accelerating franchising in other countries such as Brunei, Indonesia, Myanmar and Singapore. Planning to expand to other countries.

						Philippines				Opens 1st Marugameseimen store in Aug-2017 and 2nd in Feb-2018 (both FC). Keep good. 4 more stores scheduled. Swift business expansion expected.

						Myanmar
(Boat Noodles)				Establishes JV company with YKKO (biggest local restaurant company), and franchises Boat Noodle brand since Oct. 2017. Widely accepted as uniquely fashionable restaurant with fun to eat. 2nd store to open.



				Area		Country/Brand		Status		Outline		PL Contribution (last year)
Sales / Segment profit

				USA		TDC (Tokyo Table)		New store to open		1st store in Irvine keeps good. One of world top sales/profits stores in Toridoll Group, whereas 2nd store in Alhambra is in tough. To change to "Western Japanese" like brand for profit improvement.		780mil. / △28mil.0 

						Marugame Seimen		New store to open		Waikiki Shop keeps good. World top 1-2 sales in Toridoll Group.  1st store in mainland opened in Sawtelle, LA in Sep. 2017.  2nd store in Stonestown, SF started with good launch in Jan. 2018 (same sales level as Waikiki Shop for the first weekend).  3rd store in Shopping Center around Beverly Hills to open.		Hawaii
830mil. / 120mil.
Main Land：small                 

						CRACKIN'KITCHEN		New store to open		Keeps good. World Top 1-2 sales in Toridoll Group.  Opens 1st in mainland store in LA in Mar. 2018.		140mil. / 5mil. 

				UK		Sakagura		-		Opens 1st store in November 2016. Introduced collaboration menus between Bent Box and Shoryu Ramen, and charbroil steaks and tempuras. Lava Plate stake from 2018 beginning becomes popular. Lower pricing contributes guest count (wider customer range) and sales. Keeps marketing measures (e.g.,  via SNS, Restaurant Week and Japanese Sake events) for brand awareness .

						Shoryu		Opening new stores		Some stores are in top sales group. Strategic dominance in London. Local cities to be only in Manchester and  Oxford. To improve profitability. New stores being prepared.

				Italy		Tokyo Table, Others		-		Opens "Bottega del Ramen" in Feb. and "Tokyo Table" in Mar, 2017.  "Bottega del Ramen" achieved monthly profit. "Tokyo table" marks record high in monthly sales for consecutive 2 months. Still not profit for whole business unit, and more sales necessary. Both stores to introduce new menus for summer. Expanding sales by delivery through Uber-eat and Deliveroo.		small

				Russia		Marugame Seimen				4 direct-operation stores and 3 FC stores in Moscow. Achieved all stores in the black. To develop more stores (especially in food court) as well as keeping stable profits.

				Others		WOK TO WALK		Opening new stores		Store aggressively expanding to 93 (including 3 direct-operation stores in US) after grouped. FC contracts in India, Israel, and newly Malta and Oman. Opens 1st direct-operation store In US in Feb, 2nd in Jul and 3rd store in Dec. 2017. Exploring other counties for FCs.		small





M&A　PMI

				ブランド		概要 ガイヨウ		PMIの状況 ジョウキョウ

				晩杯屋 バ		大衆酒場「晩杯屋」等を東京都内で運営するアクティブソース社の株式を取得（80.3%）しグループ会社化		・モデル店舗における丸亀製麺のノウハウを生かしたオペレーションの改善
・パート・アルバイト採用強化の仕組み導入、社内独立制度を含めた新人事制度の構築
・採用費や消耗品費など、グループ単価を採用することによる経費削減
・店舗タイプ別のスクリーニング要件、出店計画の策定、物件取得サポートの実施 フク シン ジンジ セイド コウチク ブッケン シュトク ジッシ				募集10人→100人規模に
物件情報が豊富　出店の精度が向上　投資検証表の活用など ボシュウ ニン ニン キボ ブッケン ジョウホウ ホウフ シュッテン セイド コウジョウ トウシ ケンショウ ヒョウ カツヨウ

				ずんどう屋 ヤ		主に関西において、とんこつラーメン店の「ずんどう屋」を運営するZUND社の株式を取得（80%）しグループ会社化		・モデル店舗におけるコンセプトのブラッシュアップと丸亀製麺のノウハウを生かしたオペレーションの改善
・当社ノウハウを活用した、採用における掲載媒体最適化の仕組み導入
・採用費や消耗品費など、グループ単価を採用することによる経費削減
・当社新店開発部による勝ちパターンの分析、優先出店エリアの決定　
・人事制度（賞与制度等）の再構築 トウ シャ

				「譚仔雲南米線」/「譚仔三哥米線」		スパイシー麺の人気チェーン店「譚仔雲南米線」および「譚仔三哥米線」の運営会社の株式をそれぞれ100%取得		・グループ会社としてのガバナンス強化及びトップマネジメント採用等、 　更なる成長を実現するための経営強化
・店舗、セントラルキッチンおよびバックオフィスにおける業務の整備
・華南地域を中心とした中国全土進出についても初期調査を開始







				Area		Country/Brand		Outline













BS

				連結BS (IFRS) レンケツ

						当期 トウ キ				前期末 ゼンキ マツ

						金額 キンガク		構成比 コウセイヒ		金額 キンガク		構成比 コウセイヒ		増減 ゾウゲン

				資産合計 シサン ゴウケイ		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103

				流動資産 リュウドウ シサン		29,966		14.8%		21,752		18.5%		8,214

				非流動資産 ヒ リュウドウ シサン		173,713		85.6%		96,081		81.5%		77,632

				負債資本合計 フサイ シホン ゴウケイ		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103

				負債合計 フサイ ゴウケイ		168,983		83.3%		82,830		70.3%		86,153

				（うち、有利子負債） ユウ リシ フサイ		145,770		71.8%		62,674		53.2%		83,096

				流動負債 リュウドウ フサイ		43,204		21.3%		25,953		22.0%		17,251

				非流動負債 ヒ リュウドウ フサイ		125,144		61.7%		56,878		48.3%		68,266

				資本合計 シホン ゴウケイ		35,332		17.4%		35,003		29.7%		329						※値張り アタイ バ

				（うち、親会社の所有者） オヤガイシャ ショユウシャ		34,305		16.9%		33,979		28.8%		326						※値張り アタイ バ



				ネット有利子負債/調整後EBITDA ユウ リシ フサイ チョウセイ ゴ		9.4				3.9				-				調整後EBITDA		15,560		9.4







				Consolidated BS (IFRS)										(unit: Million yen)

						This period				End of previous year

						Amount		Ratio		Amount		Ratio		Difference

				Total assets		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103						Including interest-bearing liabilities 

				Current assets		29,966		14.8%		21,752		18.5%		8,214						bearingの bと eの間のスペースを消してください

				Non-current assets		173,713		85.6%		96,081		81.5%		77,632						その下のliabilites、attributable にも不必要なスペースが見える気が

				Total liabilities and equity		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103						するのですが大丈夫でしょうか

				Liabilities		168,983		83.3%		82,830		70.3%		86,153

				(Including interest-bearing liabilities)		145,770		71.8%		62,674		53.2%		83,096

				Current liabilities		43,204		21.3%		25,953		22.0%		17,251

				Non-current liabilities		125,144		61.7%		56,878		48.3%		68,266

				Total equity		35,332		17.4%		35,003		29.7%		329

				(Equity attributable to 
owners of  the parent)		34,305		16.9%		33,979		28.8%		326



				Net interest-bearing liabilities / Adjusted EBITDA 		9.4				3.9				-



















































CF

						連結CF (IFRS) レンケツ

								当期 トウ キ		前年同期 ゼンネン ドウキ		増減 ゾウゲン

						営業活動による
キャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		15,517		4,402		11,115

						投資活動による
キャッシュ・フロー トウシ カツドウ		△ 6,283		△ 6,973		690

						財務活動による
キャッシュ・フロー ザイム カツドウ		△ 1,676		368		△ 2,044

						現金および現金同等物の
期末残高 ゲンキン ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		21,716		12,671		9,045







						Consolidated CF (IFRS)						(unit: Million yen)

								This period		Previous period		Difference								異なるフォントとサイズの混在

						Cash flows from operating activities		15,517		4,402		11,115								Cash flows from operating activities

						Cash flows from investing activities		△ 6,283		△ 6,973		690								Cash flows from investing activities

						Cash flows from financing activities		△ 1,676		368		△ 2,044								Cash flows from financing activities

						Cash and cash equivalents at the end of the period		21,716		12,671		9,045								Cash and cash equivalents at the end of the period





業績予想



				連結PL (IFRS) レンケツ

						2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ								下期修正予算 シモキ シュウセイ ヨサン

						連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ		連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		159,060		100.0%		145,022		100.0%		109.7%								丸亀製麺 マルガメ セイメン		カフェ		豚屋とん一 ブタ ヤ イチ		海外事業 カイガイ ジギョウ

				事業利益 ジギョウ リエキ		9,572		6.0%		7,270		5.0%		131.7%								48,697		3,230		2,038		16,574

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		29,640		18.6%		12,402		8.6%		239.0%								6,716		37		18		1,909

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,689		4.2%		2,302		1.6%		290.6%

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		5,266		3.3%		1,337		0.9%		393.9%								通期修正予算 ツウキ シュウセイ ヨサン

				当期利益 トウキ リエキ		2,704		1.7%		221		0.2%		1223.5%								97,880		5,825		3,865		33,294

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		2,610		1.6%		267		0.2%		977.5%								14,548		153		73		4,261



				丸亀製麺セグメントPL マルガメ セイメン		2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		97,880		100.0%		89,944		100.0%		108.8%

				セグメント利益 リエキ		14,408		14.7%		12,438		13.8%		115.8%



				海外事業セグメントPL		2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		33,294		100.0%		30,242		100.0%		110.1%

				セグメント利益 リエキ		4,261		12.8%		3,258		10.8%		130.8%









				Consolidated PL (IFRS)

						FY 2018				FY 2017				YoY

						連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ		連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ

				Revenue		159,060		100.0%		145,022		100.0%		109.7%

				Contribution margin		9,572		6.0%		7,270		5.0%		131.7%

				Adjusted EBITDA		29,640		18.6%		12,402		8.6%		239.0%

				Operating profit		6,689		4.2%		2,302		1.6%		290.6%

				Profit before tax		5,266		3.3%		1,337		0.9%		393.9%

				Profit for the year		2,704		1.7%		221		0.2%		1223.5%

				Profit for the year attributable to owners of the parent		2,610		1.6%		267		0.2%		977.5%



				Marugame Seimen
segment		FY 2018				FY 2017				YoY

				Revenue		97,880		100.0%		89,944		100.0%		108.8%								Segment profit

				Segment profit 		14,408		14.7%		12,438		13.8%		115.8%								Ratio to prev. period = YoY



				Overseas segment		FY 2018				FY 2017				YoY

				Revenue		33,294		100.0%		30,242		100.0%		110.1%

				Segment profit 		4,261		12.8%		3,258		10.8%		130.8%

























業績予想（詳細）



				連結PL (IFRS) レンケツ																																修正 シュウセイ		年初予算 ネンショ ヨサン

						上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ						上期計画 カミキ ケイカク		当初計画 トウショ ケイカク		売上収益 ウリア シュウエキ		56,195		56,195

作成者: 開示用の数字丸め有り

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								売上原価 ウリアゲ ゲンカ		14,451		14,572

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		80,017		100.0%				79,042		100.0%		79,042		100.0%		0				159,060		100.0%		→値張り注意 アタイ バ チュウイ		53,465				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		41,744		41,623

作成者: 開示用の数字丸め有り


				事業利益 ジギョウ リエキ		5,840		7.3%				3,732		4.7%		3,732		4.7%		0				9,572		6.0%

				営業利益 エイギョウ リエキ		5,084		6.4%				1,605		2.0%		2,105		2.7%		△ 500				6,689		4.2%				4,400				人件費　　計 ジンケンヒ ケイ		16,774		16,908

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		4,100		5.1%				1,166		1.5%		1,766		2.2%		△ 600				5,266		3.3%				4,120				水光熱費　計 スイ コウネツヒ ケイ		3,689		3,589

				当期利益 トウキ リエキ		2,601		3.3%				103		0.1%		703		0.9%		△ 600				2,704		1.7%				2,690				地代家賃		5,699		5,826

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		2,569		3.2%				41		0.1%		641		0.8%		△ 600				2,610		1.6%				2,681				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		1,957		2,102

																																		その他一般管理費計 タ イッパン カンリヒ ケイ		8,048		7,851

				丸亀製麺セグメント マルガメ セイメン		上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ										販売費及び一般管理費合計		36,167		36,276

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								減損損失 ゲンソン ソンシツ		1,218		1,030

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%				48,697		100.0%		46,905		100.0%		1,792				97,880		100.0%				43,559		90,464		その他の営業収入 タ エイギョウ シュウニュウ		117		261

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%				6,576		13.5%		6,182		13.2%		394				14,408		14.7%				7,023		13,205		その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		41		150

作成者: 開示用の数字丸め有り


				海外事業セグメント カイガイ ジギョウ		上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ										営業利益（損失）		4,430		4,430

作成者: 開示用の数字丸め有り


						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								調整後EBITDA チョウセイゴ		7,681		7,449

作成者: 開示用の数字丸め有り


				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%				16,574		100.0%		16,518		100.0%		56				33,294		100.0%				3458				金融収益 キンユウ シュウエキ		109		86

作成者: 開示用の数字丸め有り


				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%				1,909		11.5%		1,900		11.5%		9				4,261		12.8%				271				金融費用 キンユウ ヒヨウ		123		29

作成者: 開示用の数字丸め有り


																																		経常利益（損失） ケイジョウ リエキ ソンシツ		4,490		4,490

				カフェ事業セグメント ジギョウ		上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		2,595		100.0%				3,230		100.0%		3,041		100.0%		189				5,825		100.0%

				セグメント利益 リエキ		116		4.5%				37		1.2%		△ 16		-		53				153		2.6%





				Consolidated PL (IFRS)																														持分法投資損益 モチブン ホウ トウシ ソンエキ		163		243

						FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017										税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		4,578		4,730

作成者: 開示用の数字丸め有り


						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue								法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		1,626		1,680

作成者: 開示用の数字丸め有り


				Revenue		80,017		100.0%				79,042		100.0%		79,042		100.0%		0				159,060		100.0%								当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,953		3,050

作成者: 開示用の数字丸め有り


				Operating profit		5,084		6.4%				1,605		2.0%		2,105		2.7%		△ 500				6,689		4.2%								親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウ シャ		2,964		3,033

作成者: 開示用の数字丸め有り


																																						

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		Profit before tax		4,100		5.1%				1,166		1.5%		1,766		2.2%		△ 600				5,266		3.3%								非支配持分 ヒ シハイ モチブン		(11)		17

				Profit for the year		2,601		3.3%				103		0.1%		703		0.9%		△ 600				2,704		1.7%

				Profit for the year attributable to owners of the parent		2,569		3.2%				41		0.1%		641		0.8%		△ 600				2,610		1.6%								Profit for the year attributable to owners of the parent 

																																		parents のsはいらないようです

				Marugame Seimen 
segment		FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017

						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue								フォントとフォントサイズの混在

				Revenue		49,183		100.0%				48,697		100.0%		46,905		100.0%		1,792				97,880		100.0%

				Operating profit of 
Marugame Seimen segment		7,832		15.9%				6,576		13.5%		6,182		13.2%		394				14,408		14.7%								Segment profit

				Overseas 
segment		FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017										Ratio to prev. period = YoY

						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue

				Revenue		16,720		100.0%				16,574		100.0%		16,518		100.0%		56				33,294		100.0%								% to revenue のeの切り方がおかしいので

				Operating profit of 
Marugame Seimen segment		2,352		14.1%				1,909		11.5%		1,900		11.5%		9				4,261		12.8%								フォントサイズあるいは列の幅を変える必要があります





































出店計画

																										AS

								出店		退店		2020年
3月末 ネン ガツ マツ		投資額
（概算　百万円） トウシ ガク ガイサン ヒャクマンエン				2019年
3月 ネン ガツ														2020年3月期 ネン ガツキ		2021年3月期 ネン ガツキ		2022年3月期 ネン ガツキ		2023年3月期 ネン ガツキ		2024年3月期 ネン ガツキ

																										出店 シュッテン		小 ショウ				2		7		8		8		8

				国内 コクナイ				76		23		1,156		5,376				1,103										大 ダイ				1		6		6		7		7

						丸亀製麺		32		5		844		2,240				817										計 ケイ				3		13		14		15		15

						とん一 イチ		3		2		54		97				53								退店 タイ テン		小 ショウ				0		1		1		1		1

						カフェ		10		0		39		1,500				29										大 ダイ				0		0		0		0		0

						晩杯屋 バ		3		4		48		70				49										計 ケイ				0		1		1		1		1

						ずんどう屋 ヤ		3		0		48		191				45								純増 ジュン ゾウ		小 ショウ				2		6		7		7		7

						その他 タ		25		12		123		1,278				110										大 ダイ				1		6		6		7		7

				海外 カイガイ				145		46		674		1,940				575										計 ケイ				3		12		13		14		14

						連結子会社 レンケツ コガイシャ		69		22		219		1,850				172

						持分法適用会社 モチブン ホウ テキヨウ カイシャ		52		17		242		90				207								ずんどう屋 ヤ

						純粋ＦＣ ジュンスイ		24		7		213		0				196										Year0		Year1		Year2		Year3

				合 計 ゴウ ケイ				221		69		1,830		7,316				1,678										2019/03期 キ		2020/03期 キ		2021/03期 キ		2022/03期 キ

																										出店数 シュッテン スウ		9		3		10		10

						※その他　の内訳 タ ウチワケ																				退店数 タイ テン スウ		0		0		0		0

																										店舗数 テンポスウ		45		48		58		68













								Open		Close		2020
Mar						2019
Mar



				Domestic				76		23		1,156		5,376				1,103

						Marugame Seimen		32		5		844		2,240

						Butaya Tonichi （Tonkatsu,tonteki）		3		2		54		97

						Kona's CoffeeRoasted（Cafe）		10		0		39		1,500

						Banpaiya (Standing Bar)		3		4		48		70

						Zundoya (Ramen)		3		0		48		191

						Others		25		12		123		1,278

				Overseas				145		46		674		1,940

						Subsidiaries		69		22		219		1,850

						JVs		52		17		242		90

						FCs		24		7		213		0

				Total				221		69		1,830		7,316



















中期計画

				連結PL (IFRS) レンケツ																						注意！ チュウイ

						2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期								H29.3期 キ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		159,060		100.0%		109.7%		174,683		100.0%		109.8%		200,803		100.0%		115.0%				145,022

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		29,640		18.6%		239.0%		32,373		18.5%		109.2%		36,161		18.0%		111.7%				12,402

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,689		4.2%		290.6%		9,086		5.2%		135.8%		12,045		6.0%		132.6%				2,302

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		5,266		3.3%		393.9%		8,500		4.9%		161.4%		11,481		5.7%		135.1%				1,337

				当期利益 トウキ リエキ		2,704		1.7%		1223.5%		5,615		3.2%		207.7%		7,712		3.8%		137.3%				221

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		2,610		1.6%		977.5%		5,434		3.1%		208.2%		7,488		3.7%		137.8%				267



				丸亀製麺セグメントPL マルガメ セイ メン

				丸亀製麺セグメントPL		2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期								注意！ チュウイ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		97,880		100.0%		108.8%		99,307		100.0%		101.5%		107,694		100.0%		108.4%				89,944

				セグメント利益 リエキ		14,408		14.7%		115.8%		12,817		12.9%		89.0%		14,149		13.1%		110.4%				12,438



				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				海外事業セグメントPL		2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		33,294		100.0%		110.1%		36,604		100.0%		109.9%		41,549		100.0%		113.5%				30,242

				セグメント利益 リエキ		4,261		12.8%		130.8%		4,452		12.2%		104.5%		4,913		11.8%		110.4%				3,258



				出店  シュッテン		221						326						412								退店 タイ テン		30期 キ		31期 キ		32期 キ

				　国内 コクナイ		76						138						199										23		16		16

				　海外 カイガイ		145						188						213										46		26		25

				累計店舗数 ルイケイ テンポ スウ		1,830						2,114						2,485								1,687

				　国内 コクナイ		1,156						1,278						1,461								1,103

				　海外 カイガイ		674						836						1,024								575





















				Consolidated PL (IFRS)

						FY2019						FY2020						FY2021								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		159,060		100.0%		109.7%		174,683		100.0%		109.8%		200,803		100.0%		115.0%				95,587

				Adjusted EBITDA		29,640		18.6%		239.0%		32,373		18.5%		109.2%		36,161		18.0%		111.7%				12,799

				Operating profit		6,689		4.2%		290.6%		9,086		5.2%		135.8%		12,045		6.0%		132.6%				8,733

				Profit before tax		5,266		3.3%		393.9%		8,500		4.9%		161.4%		11,481		5.7%		135.1%				8,117

				Profit for the year		2,704		1.7%		1223.5%		5,615		3.2%		207.7%		7,712		3.8%		137.3%				5,242

				Profit for the year attributable to owners of the parents		2,610		1.6%		977.5%		5,434		3.1%		208.2%		7,488		3.7%		137.8%				5,212



				Ｍａｒｕｇａｍｅｓｅｉｍｅｎ segment

						FY2019						FY2020						FY2021								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		97,880		100.0%		108.8%		99,307		100.0%		101.5%		107,694		100.0%		108.4%				6,255

				segment profit		14,408		14.7%		115.8%		12,817		12.9%		89.0%		14,149		13.1%		110.4%				436





				Overseas segment

						FY2018						FY2019						FY2020								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		33,294		100.0%		110.1%		36,604		100.0%		109.9%		41,549		100.0%		113.5%				6,255

				segment profit		4,261		12.8%		130.8%		4,452		12.2%		104.5%		4,913		11.8%		110.4%				436



				Numbers of opening stores(numbers in overseas）		221				0.0%		326				0.0%		412				0.0%

				Total numbers of stores(numbers of overses)		1,830				0.0%		2,114				0.0%		2,485				0.0%				1,092		246



				Numbers of opening stores(numbers in overseas）

				Total numbers of stores(numbers of overses)





IFRS

		■2015年3月期：IFRS連結業績予想シミュレーション ネン ガツ キ レンケツ ギョウセキ ヨソウ

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		実績 ジッセキ		J-GAAP						IFRS				差異 サイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				0

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,564				営業利益 エイギョウ リエキ		4,177				△ 3,387

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,994				税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		3,602				△ 3,392

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,606				当期利益 トウキ リエキ		1,985				29

								　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,956				△ 650



		↓実績のJ-GAAPとIFRSの差異を元にIFRS予算を試算 ジッセキ サイ モト ヨサン シサン												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		予想 ヨソウ		J-GAAP						IFRS				調整 チョウセイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		84,803				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		84,803				0

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,200				営業利益 エイギョウ リエキ		3,900				△ 3,300

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,928				税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		3,628				△ 3,300

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,132				当期利益 トウキ リエキ		1,762				30

								　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,732				△ 400		※調整 チョウセイ





Sheet4

		連結純損益計算書の差異 レンケツ ジュンソンエキ ケイサンショ サイ

																						（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		日本基準（J-GAAP） ニホン キジュン						①日本基準（J-GAAP）の表示組替 ニホン キジュン ヒョウジ クミカエ						②国際会計基準（IFRS） コクサイ カイケイ キジュン						差異②－① サイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		0

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		0

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		0

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 57,421				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 57,421				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 58,605				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 1,183		※1

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,564				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 1,849				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 2,155				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 306		※2

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		277				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		338				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		324				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		△ 14

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		△ 848				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 342				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 374				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 32

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,994				営業利益 エイギョウ リエキ		5,711				営業利益 エイギョウ リエキ		4,175				営業利益 エイギョウ リエキ		△ 1,536

		特別利益 トクベツ リエキ		172				金融収益 キンユウ シュウエキ		111				金融収益 キンユウ シュウエキ		206				金融収益 キンユウ シュウエキ		95		※3

		特別損失 トクベツ ソンシツ		△ 2,068				金融費用 キンユウ ヒヨウ		△ 646				金融費用 キンユウ ヒヨウ		△ 637				金融費用 キンユウ ヒヨウ		9

		税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		5,098				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 77				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 130				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 53		※4

		法人税等 ホウジンゼイ トウ		△ 2,429				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		5,098				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		3,614				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		△ 1,484

		少数株主調整前当期純利益 ショウスウ カブヌシ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		2,669				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		△ 2,429				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		△ 1,603				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		826		※5

		少数株主損益 ショウスウ カブヌシ ソンエキ		△ 29				当期利益 トウキ リエキ		2,669				当期利益 トウキ リエキ		2,011				当期利益 トウキ リエキ		△ 658

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,640				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		2,640				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,982				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		△ 658

								　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		29				　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		29				　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		0

																				IFRSと日本基準の主な差異 ニホン キジュン オモ サイ

																		※1		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		△ 869		定額法への遡及修正 テイガク ホウ ソキュウ シュウセイ

				日本基準（J-GAAP） ニホン キジュン				国際会計基準（IFRS） コクサイ カイケイ キジュン												租税公課 ソゼイ コウカ		△ 344		法人税等（均等割）より振替 ホウジンゼイ トウ キントウワリ フリカエ

		営業利益 エイギョウ リエキ		売上総利益－販売費及び一般管理費 ウリアゲ ソウリエキ ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				売上総利益－販売費及び一般管理費－減損損失＋その他の営業収益－その他の営業費用 ウリアゲ ソウリエキ ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ ゲンソン ソンシツ タ エイギョウ シュウエキ タ エイギョウ ヒヨウ												その他 タ		30

																				計 ケイ		△ 1,183

		経常利益 ケイジョウ リエキ		営業利益＋営業外収益－営業外費用 エイギョウ リエキ エイギョウガイ シュウエキ エイギョウガイ ヒヨウ				経常利益、特別損益の概念はなく、金融収益、金融費用及び持分法による投資損益以外は、営業利益に加減 ケイジョウ リエキ トクベツ ソンエキ ガイネン キンユウ シュウエキ キンユウ ヒヨウ オヨ モチブンポウ トウシ ソンエキ イガイ エイギョウ リエキ カゲン										※2		減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 251		割引後CFとの比較 ワリビキ アト ヒカク

																				減損損失（のれん） ゲンソン ソンシツ		△ 55		非償却分を減損 ヒ ショウキャク ブン ゲンソン

		金融収益 キンユウ シュウエキ		－				受取利息、為替差益等 ウケトリ リソク カワセ サエキ トウ												計 ケイ		△ 306

		金融費用 キンユウ ヒヨウ		－				支払利息、為替差損等 シハライ リソク カワセ サソン トウ										※3		受取利息 ウケトリ リソク		95		敷金保証金を償却原価に シキキン ホショウキン ショウキャク ゲンカ

																				計 ケイ		95

																		※4		持分法による投資損失 モチブンポウ トウシ ソンシツ		△ 86		全ての共同支配企業を持分法適用に スベ キョウドウ シハイ キギョウ モチブンポウ テキヨウ

																				持分法による投資損失 モチブンポウ トウシ ソンシツ		33		持分法のれんの非償却 モチブンポウ ヒ ショウキャク

																				計 ケイ		△ 53

																		※5		法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		345		均等割を租税公課に振替 キントウワリ ソゼイ コウカ フリカエ

																				法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		132		税率変更による修正 ゼイリツ ヘンコウ シュウセイ

																				法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		349		IFRS修正に係る税効果調整 シュウセイ カカ ゼイ コウカ チョウセイ

																				計 ケイ		826



表示組替

IFRS調整



世界ランキング

				世界外食企業ランキング（上場企業）上位10社

						企業名		国名		売上高
（百万ドル）		決算期		展開ブランド

				1		McDonald's Corporation 		アメリカ		28,106		41609		McDonald's

				2		Starbucks Corporation 		アメリカ		14,892		41518		Starbucks

				3		Yum Brands Inc 		アメリカ		13,084		41609		KFC/Pizza Hut/Taco Bell、他

				4		Darden Restaurants Inc 		アメリカ		6,286		41760		Red Lobster/Olive Garden/
LongHorn Steakhouse、他

				5		AUTOGRILL SPA 		イタリア		6,207		41609		FC含む250ブランド以上を展開

				6		ゼンショーホールディングス		日本		4,679		41699		すき家/ココス/はま寿司、他

				7		Bloomin Brands Inc		アメリカ		4,129		41609		OUTBACK STEAKHOUSE
/CARRABBA'S、他

				8		ARCOS DORADOS 
HOLDINGS INCORPORATED 		アルゼンチン		4,033		41609		（中南米、カリブ海エリアの
McDonald's franchisee）

				9		Chipotle Mexican Grill, Inc. 		アメリカ		3,215		41609		Chipotle

				10		TIM HORTONS INCORPORATED		カナダ		3,162		41609		Tim Hortons、他

				（出所）各社決算資料等よりみずほ銀行産業調査部作成





						McDonald's Corporation 		(		アメリカ		)		28,106

						Starbucks Corporation 		(		アメリカ		)		14,892

						Yum Brands Inc 		(		アメリカ		)		13,084

						Darden Restaurants Inc 		(		アメリカ		)		6,286

						AUTOGRILL SPA 		(		イタリア		)		6,207

						ゼンショーホールディングス		(		日本		)		4,679
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						McDonald's Corporation (アメリカ)		28,106

						Starbucks Corporation (アメリカ)		14,892

						Yum Brands Inc (アメリカ)		13,084

						Darden Restaurants Inc (アメリカ)		6,286

						AUTOGRILL SPA (イタリア)		6,207

						ゼンショーホールディングス(日本)		4,679

						Bloomin Brands Inc(アメリカ)		4,129

						ARCOS DORADOS 
HOLDINGS INCORPORATED (アルゼンチン)		4,033

						Chipotle Mexican Grill, Inc. (アメリカ)		3,215

						TIM HORTONS INCORPORATED(カナダ)		3,162





						TIM HORTONS Inc.(カナダ)		3,162

						Chipotle Mexican Grill, Inc. (アメリカ)		3,215

						ARCOS DORADOS HD Inc. (アルゼンチン)		4,033

						Bloomin Brands Inc.(アメリカ)		4,129

						ゼンショーホールディングス(日本)		4,679

						AUTOGRILL SPA (イタリア)		6,207

						Darden Restaurants Inc. (アメリカ)		6,286

						Yum Brands Inc. (アメリカ)		13,084

						Starbucks Corporation (アメリカ)		14,892

						McDonald's Corporation (アメリカ)		28,106









						TIM HORTONS Inc.		3,162

						Chipotle Mexican Grill, Inc. 		3,215

						ARCOS DORADOS HD Inc. 		4,033

						Bloomin Brands Inc.		4,129

						ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.		4,679

						AUTOGRILL SPA 		6,207

						Darden Restaurants Inc. 		6,286

						Yum Brands Inc. 		13,084

						Starbucks Corporation 		14,892

						McDonald's Corporation 		28,106





						McDonald's Corporation 		28,106

						Starbucks Corporation 		14,892

						Yum Brands Inc. 		13,084

						Darden Restaurants Inc. 		6,286

						AUTOGRILL SPA 		6,207

						ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.		4,679

						Bloomin Brands Inc.		4,129

						ARCOS DORADOS HD Inc. 		4,033
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						TIM HORTONS Inc.		3,162



TIM HORTONS Inc.(カナダ)	Chipotle Mexican Grill, Inc. (アメリカ)	ARCOS DORADOS HD Inc. (アルゼンチン)	Bloomin Brands Inc.(アメリカ)	ゼンショーホールディングス(日本)	AUTOGRILL SPA (イタリア)	Darden Restaurants Inc. (アメリカ)	Yum Brands Inc. (アメリカ)	Starbucks Corporation (アメリカ)	McDonald's Corporation (アメリカ)	3162	3215	4033	4129	4679	6207	6286	13084	14892	28106	McDonald's Corporation 	Starbucks Corporation 	Yum Brands Inc. 	Darden Restaurants Inc. 	AUTOGRILL SPA 	ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.	Bloomin Brands Inc.	ARCOS DORADOS HD Inc. 	Chipotle Mexican Grill, Inc. 	TIM HORTONS Inc.	28106	14892	13084	6286	6207	4679	4129	4033	3215	3162	

基礎資料

		ＢＩ　「月別・日別推移」　→　「当月レート」　は、前月末のレートを採用 ツキベツ ヒ ベツ スイイ トウゲツ ゼンゲツ マツ サイヨウ

		閉店日　＞＝2016/03/31　（3/31以前に閉店した店舗は含まない） 　 開店日　＜＝2015/12/31（12/31以前に開店した店舗を含む）　など　　を選択 ヘイ テン テンポ フク カイテン ヒ イゼン カイテン テンポ フク

		*は取る ト

		開店、閉店の情報は、右クリックでロックする カイテン ヘイテン ジョウホウ ミギ

		⇒　2016/1/1から03/31まで、ひと月フルで営業していた店舗を対象にしている ツキ エイギョウ テンポ タイショウ

		1Q		閉店日　＞＝2018/3/31　		開店日 ＜＝2017/12/31

		2Q		閉店日　＞＝2018/06/30　		開店日 ＜＝2017/12/31

		3Q		閉店日　＞＝2018/09/30　		開店日 ＜＝2017/12/31

		4Q		閉店日　＞＝2018/12/31　		開店日 ＜＝2017/12/31

		※台湾は注意 タイワン チュウイ

		※丸亀製麺だけ絞る マ シボ

		アメリカ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		11,037,015		1,236,035,309		0		-		944,199,552		130.91%		1,085,440		887,294		122.3%		1,139		0		-		-		-		-		-		3

		2018/01		934,634		104,669,658		0		-		67,798,467		154.38%		94,437		67,217		140.5%		1,108		0		-		-		-		-		-

		2018/02		865,529		96,930,585		0		-		58,289,841		166.29%		86,893		58,009		149.8%		1,116		0		-		-		-		-		-

		2018/03		940,247		105,298,244		0		-		62,867,453		167.49%		93,828		62,064		151.2%		1,122		0		-		-		-		-		-

		2018/04		879,409		98,484,986		0		-		62,713,474		157.04%		88,931		61,268		145.2%		1,107		0		-		-		-		-		-

		2018/05		923,118		103,380,016		0		-		66,076,146		156.46%		92,310		63,938		144.4%		1,120		0		-		-		-		-		-

		2018/06		891,830		99,876,097		0		-		65,094,909		153.43%		89,438		63,065		141.8%		1,117		0		-		-		-		-		-

		2018/07		918,801		102,896,533		0		-		71,199,415		144.52%		91,340		67,966		134.4%		1,127		0		-		-		-		-		-

		2018/08		933,509		104,543,639		0		-		75,557,404		138.36%		90,175		71,798		125.6%		1,159		0		-		-		-		-		-

		2018/09		902,763		101,100,405		0		-		89,716,330		112.69%		87,740		82,737		106.0%		1,152		0		-		-		-		-		-

		2018/10		904,814		101,330,172		0		-		108,372,002		93.50%		87,870		96,758		90.8%		1,153		0		-		-		-		-		-

		2018/11		902,780		101,102,360		0		-		107,716,571		93.86%		87,338		96,159		90.8%		1,158		0		-		-		-		-		-

		2018/12		1,039,580		116,422,613		0		-		108,797,539		107.01%		95,140		96,315		98.8%		1,224		0		-		-		-		-		-

						34,334,314										30,151						1,139

						34,334

		韓国 カンコク

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		6,706,938,740		670,693,874		0		-		680,174,538		98.61%		755,090		803,853		93.9%		888		0		-		-		-		-		-		10

		2018/01		566,061,780		56,606,178		0		-		57,115,579		99.11%		66,453		66,098		100.5%		852		0		-		-		-		-		-

		2018/02		520,514,890		52,051,489		0		-		52,995,374		98.22%		60,381		61,720		97.8%		862		0		-		-		-		-		-

		2018/03		572,189,740		57,218,974		0		-		50,865,872		112.49%		66,336		59,949		110.7%		863		0		-		-		-		-		-

		2018/04		541,064,440		54,106,444		0		-		54,753,092		98.82%		60,522		65,413		92.5%		894		0		-		-		-		-		-

		2018/05		564,352,660		56,435,266		0		-		57,043,792		98.93%		63,559		68,308		93.0%		888		0		-		-		-		-		-

		2018/06		535,459,550		53,545,955		0		-		56,203,125		95.27%		60,112		67,006		89.7%		891		0		-		-		-		-		-

		2018/07		605,035,010		60,503,501		0		-		59,664,308		101.41%		68,244		70,970		96.2%		887		0		-		-		-		-		-

		2018/08		600,337,740		60,033,774		0		-		60,273,538		99.60%		67,212		71,770		93.6%		893		0		-		-		-		-		-

		2018/09		539,093,950		53,909,395		0		-		54,244,144		99.38%		58,602		64,180		91.3%		920		0		-		-		-		-		-

		2018/10		551,903,530		55,190,353		0		-		56,888,227		97.02%		61,414		67,561		90.9%		899		0		-		-		-		-		-

		2018/11		542,895,370		54,289,537		0		-		57,939,978		93.70%		59,548		68,212		87.3%		912		0		-		-		-		-		-

		2018/12		568,030,080		56,803,008		0		-		62,187,509		91.34%		62,707		72,666		86.3%		906		0		-		-		-		-		-

						5,589,116										6,292						888

						5,589

		台湾 タイワン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計				2,971,667,163										4,616,338								0		-		-		-		-		-		28

		2018/04		73,235,984		262,917,183		0		-		251,137,520		104.69%		389,494		407,124		95.7%		675		0		-		-		-		-		-

		2018/05		68,393,158		245,531,437		0		-		257,344,792		95.41%		378,505		388,993		97.3%		649		0		-		-		-		-		-

		2018/06		71,168,994		255,496,688		0		-		254,627,460		100.34%		391,780		386,317		101.4%		652		0		-		-		-		-		-

		2018/07		77,465,930		278,102,689		0		-		291,768,623		95.32%		431,510		435,155		99.2%		644		0		-		-		-		-		-

		2018/08		68,986,210		247,660,494		0		-		279,460,312		88.62%		400,710		422,766		94.8%		618		0		-		-		-		-		-

		2018/09		66,685,851		239,402,205		0		-		209,331,593		114.37%		368,591		319,832		115.2%		650		0		-		-		-		-		-

		2018/10		65,631,275		235,616,277		0		-		262,058,946		89.91%		359,469		395,002		91.0%		655		0		-		-		-		-		-

		2018/11		60,463,169		217,062,777		0		-		238,986,853		90.83%		350,028		358,597		97.6%		620		0		-		-		-		-		-

		2018/12		74,003,339		265,671,987		0		-		270,622,985		98.17%		418,034		405,124		103.2%		636		0		-		-		-		-		-

		2019/01		66,674,732		239,362,288		0		-		229,919,385		104.11%		376,272		353,655		106.4%		636		0		-		-		-		-		-

		2019/02		68,961,950		247,573,401		0		-		271,017,195		91.35%		380,474		385,962		98.6%		651		0		-		-		-		-		-

		2019/03		66,091,849		237,269,738		0		-		236,765,436		100.21%		371,471		349,155		106.4%		639		0		-		-		-		-		-

						8,844,248										13,739						644

						8,844

		ロシア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		249,820,501		489,648,182		0		-		606,340,489		80.75%		619,308		768,902		80.5%		791		0		-		-		-		-		-		7

		2018/01		23,475,281		46,011,550		0		-		37,642,492		122.23%		57,336		48,483		118.3%		802		0		-		-		-		-		-

		2018/02		23,467,768		45,996,825		0		-		41,677,393		110.36%		58,371		53,890		108.3%		788		0		-		-		-		-		-

		2018/03		28,161,829		55,197,185		0		-		55,066,665		100.24%		69,347		70,917		97.8%		796		0		-		-		-		-		-

		2018/04		29,134,888		57,104,380		0		-		51,409,079		111.08%		71,632		65,798		108.9%		797		0		-		-		-		-		-

		2018/05		28,300,303		55,468,594		0		-		51,420,349		107.87%		69,890		66,385		105.3%		794		0		-		-		-		-		-

		2018/06		29,105,898		57,047,559		0		-		51,120,385		111.59%		69,055		62,666		110.2%		826		0		-		-		-		-		-

		2018/07		26,761,752		52,453,033		0		-		47,238,507		111.04%		64,403		59,162		108.9%		814		0		-		-		-		-		-

		2018/08		25,422,365		49,827,835		0		-		46,456,545		107.26%		61,844		62,566		98.8%		806		0		-		-		-		-		-

		2018/09		11,250,390		22,050,764		0		-		56,269,767		39.19%		30,150		69,913		43.1%		731		0		-		-		-		-		-

		2018/10		12,932,184		25,347,080		0		-		59,012,452		42.95%		35,088		73,440		47.8%		722		0		-		-		-		-		-

		2018/11		11,807,845		23,143,376		0		-		56,289,703		41.11%		32,192		69,802		46.1%		719		0		-		-		-		-		-

		2018/12		0		0		0		-		52,737,152		0.00%		0		65,880		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

						6,359,067										8,043						791

						6,359

		中国 チュウゴク

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		253,847,903		4,257,029,327		0		-		4,276,874,170		99.54%		6,629,104		6,377,268		103.9%		642		0		-		-		-		-		-		69

		2018/01		21,499,479		360,546,268		0		-		354,313,915		101.76%		547,348		520,677		105.1%		659		0		-		-		-		-		-

		2018/02		19,902,231		333,760,419		0		-		317,080,764		105.26%		517,272		471,878		109.6%		645		0		-		-		-		-		-

		2018/03		21,157,732		354,815,159		0		-		340,711,334		104.14%		537,201		509,587		105.4%		660		0		-		-		-		-		-

		2018/04		20,238,475		339,399,222		0		-		339,685,662		99.92%		510,965		494,047		103.4%		664		0		-		-		-		-		-

		2018/05		20,188,411		338,559,649		0		-		350,489,524		96.60%		559,414		518,800		107.8%		605		0		-		-		-		-		-

		2018/06		21,499,488		360,546,409		0		-		380,465,857		94.76%		654,384		552,143		118.5%		551		0		-		-		-		-		-

		2018/07		24,090,931		404,004,918		0		-		401,912,616		100.52%		634,219		600,567		105.6%		637		0		-		-		-		-		-

		2018/08		23,709,415		397,606,893		0		-		391,397,135		101.59%		601,990		597,178		100.8%		660		0		-		-		-		-		-

		2018/09		20,247,900		339,557,280		0		-		340,705,766		99.66%		521,964		521,082		100.2%		651		0		-		-		-		-		-

		2018/10		20,449,485		342,937,857		0		-		340,641,385		100.67%		529,361		522,324		101.3%		648		0		-		-		-		-		-

		2018/11		19,610,734		328,872,006		0		-		339,044,797		97.00%		504,097		506,954		99.4%		652		0		-		-		-		-		-

		2018/12		21,253,622		356,423,248		0		-		380,425,416		93.69%		510,889		562,031		90.9%		698		0		-		-		-		-		-

						5,141,340										8,006						642

						5,141

		タイ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		136,089,230		485,838,550		0		-		539,844,041		90.00%		876,307		1,107,020		79.2%		554		0		-		-		-		-		-		22

		2018/01		13,421,005		47,912,987		0		-		40,074,580		119.56%		101,773		76,489		133.1%		471		0		-		-		-		-		-

		2018/02		11,488,032		41,012,276		0		-		37,324,473		109.88%		84,617		71,707		118.0%		485		0		-		-		-		-		-

		2018/03		12,723,835		45,424,091		0		-		42,611,486		106.60%		94,942		86,311		110.0%		478		0		-		-		-		-		-

		2018/04		12,840,018		45,838,865		0		-		45,051,056		101.75%		95,161		92,636		102.7%		482		0		-		-		-		-		-

		2018/05		12,432,458		44,383,875		0		-		37,668,891		117.83%		93,249		81,002		115.1%		476		0		-		-		-		-		-

		2018/06		12,305,931		43,932,174		0		-		45,718,692		96.09%		93,433		93,906		99.5%		470		0		-		-		-		-		-

		2018/07		12,344,254		44,068,987		0		-		46,736,223		94.29%		94,490		97,973		96.4%		466		0		-		-		-		-		-

		2018/08		12,112,614		43,242,032		0		-		48,688,249		88.81%		92,877		100,836		92.1%		466		0		-		-		-		-		-

		2018/09		11,428,445		40,799,549		0		-		49,654,757		82.17%		86,171		101,589		84.8%		473		0		-		-		-		-		-

		2018/10		5,156,638		18,409,197		0		-		46,566,077		39.53%		39,594		96,613		41.0%		465		0		-		-		-		-		-

		2018/11		7,520,459		26,848,037		0		-		46,014,052		58.35%		0		94,430		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

		2018/12		12,315,541		43,966,481		0		-		53,735,506		81.82%		0		113,528		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

						1,840,298										3,319						554

						1,840

		カンボジア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		723,052		80,974,591		0		-		79,876,540		101.37%		174,243		162,171		107.4%		465		0		-		-		-		-		-		1

		2018/01		60,902		6,820,403		0		-		5,835,079		116.89%		16,075		11,579		138.8%		424		0		-		-		-		-		-

		2018/02		54,361		6,087,933		0		-		5,431,325		112.09%		14,896		10,550		141.2%		409		0		-		-		-		-		-

		2018/03		61,330		6,868,311		0		-		6,083,072		112.91%		16,130		11,790		136.8%		426		0		-		-		-		-		-

		2018/04		62,016		6,945,199		0		-		6,234,230		111.40%		15,308		12,235		125.1%		454		0		-		-		-		-		-

		2018/05		55,382		6,202,267		0		-		6,263,222		99.03%		13,486		12,003		112.4%		460		0		-		-		-		-		-

		2018/06		57,645		6,455,609		0		-		6,783,814		95.16%		14,438		13,411		107.7%		447		0		-		-		-		-		-

		2018/07		55,777		6,246,474		0		-		7,030,093		88.85%		13,565		14,230		95.3%		460		0		-		-		-		-		-

		2018/08		61,259		6,860,382		0		-		7,381,441		92.94%		13,868		17,560		79.0%		495		0		-		-		-		-		-

		2018/09		56,863		6,368,142		0		-		6,971,815		91.34%		12,830		16,316		78.6%		496		0		-		-		-		-		-

		2018/10		66,844		7,485,806		0		-		7,285,194		102.75%		15,078		8,131		185.4%		496		0		-		-		-		-		-

		2018/11		61,908		6,933,024		0		-		7,221,156		96.01%		13,870		16,264		85.3%		500		0		-		-		-		-		-

		2018/12		68,765		7,701,041		0		-		7,356,099		104.69%		14,699		18,102		81.2%		524		0		-		-		-		-		-

						6,747,883										14,520						465

						6,748



		フィリピン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		69,533,573		157,145,876		0		-		51,237,143		306.70%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-		1

		2018/01		5,292,606		11,961,289		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/02		5,112,480		11,554,205		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/03		5,498,906		12,427,527		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/04		5,373,300		12,143,657		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/05		5,335,998		12,059,355		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/06		5,364,759		12,124,355		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/07		5,704,955		12,893,197		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/08		5,886,499		13,303,488		0		-		6,529,648		203.74%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/09		5,779,436		13,061,526		0		-		10,703,669		122.03%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/10		6,103,613		13,794,166		0		-		10,936,373		126.13%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/11		7,099,325		16,044,475		0		-		10,674,562		150.31%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/12		6,981,697		15,778,635		0		-		12,392,892		127.32%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

						13,095,490										0						ERROR:#DIV/0!

						13,095



				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン				検算 ケンザン

				アメリカ (本土・ハワイ） ホンド		34,334		30,151		1,139				30,151		0				9364837.1399935

				韓国 カンコク		5,589		6,292		888				6,292		0				16312.6546754795

				台湾 タイワン		8,844		13,739		644				13,739		0

				カンボジア		6,748		14,520		465				14,520		0

				ロシア（持分）		6,359		8,043		791				8,043		0

				中国（持分） チュウゴク モチブン		5,141		8,006		642				8,006		0

				タイ（持分）		1,840		3,319		554				3,319		0



				日本 ニホン		9,364		16,312		574				16,314		(2)



				Overseas Marugame Seimen brand　Basic information						(Monthly data per store)

						Sales
 (1,000 yen)		# of Guests
 (person)		Sales per Guest
 (yen)

				USA		34,334		30,151		1,139

				South Korea		5,589		6,292		888

				Taiwan (ROC)		8,844		13,739		644

				Cambodia		6,748		14,520		465

				Russia<JV>		6,359		8,043		791

				China(PRC) <JV>		5,141		8,006		642

				Thailand <JV>		1,840		3,319		554



				Japan		9,364		16,312		574

				過去データ カコ

				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン

				アメリカ		26,129		27,025		967

				韓国 カンコク		5,290		7,119		743

				台湾 タイワン		11,937		22,143		539

				ロシア（持分）		7,198		9,602		750

				中国（持分） チュウゴク モチブン		7,092		11,545		614

				タイ（持分）		2,457		4,910		500



				日本 ニホン		9,000		16,393		548







				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン

				アメリカ		31,554		31,756		994

				韓国 カンコク		6,005		7,465		804

				台湾 タイワン		16,033		24,226		662

				ロシア（持分）		7,736		10,644		727

				中国（持分） チュウゴク モチブン		8,479		12,302		689

				タイ（持分）		3,160		5,895		536



				日本 ニホン		8,836		16,213		545









Sheet8

		ＢＩ　「月別・日別推移」　→　「当月レート」　は、前月末のレートを採用

		閉店日　＞＝2016/03/31　（3/31以前に閉店した店舗は含まない） 　 開店日　＜＝2015/12/31（12/31以前に開店した店舗を含む）　など　　を選択

		*は取る

		開店、閉店の情報は、右クリックでロックする

		⇒　2016/1/1から03/31まで、ひと月フルで営業していた店舗を対象にしている

		1Q		閉店日　＞＝2019/3/31　		開店日 ＜＝2018/12/31

		2Q		閉店日　＞＝2019/06/30　		開店日 ＜＝2018/12/31

		3Q		閉店日　＞＝2019/09/30　		開店日 ＜＝2018/12/31

		4Q		閉店日　＞＝2019/12/31　		開店日 ＜＝2018/12/31

		※台湾は注意

		※丸亀製麺だけ絞る

		アメリカ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		3,775,772		420,005,085		0		-		305,840,278		137.33%		337,051		275,982		122.1%		1,246		0		-		-		-		-		-		5

		2019/01		1,330,758		146,330,201		0		-		103,856,746		140.90%		119,232		95,555		124.8%		1,227		0		-		-		-		-		-

		2019/02		1,184,941		132,559,354		0		-		96,738,622		137.03%		106,025		86,846		122.1%		1,250		0		-		-		-		-		-

		2019/03		1,260,073		141,115,529		0		-		105,244,911		134.08%		111,794		93,581		119.5%		1,262		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						28,000,339										22,470						1,246

						28,000

		韓国

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		1,580,603,090		158,813,746		0		-		166,848,993		95.18%		168,792		193,299		87.3%		941		0		-		-		-		-		-		10

		2019/01		531,204,040		53,226,645		0		-		56,384,924		94.40%		56,111		66,028		85.0%		949		0		-		-		-		-		-

		2019/02		497,843,510		50,431,548		0		-		53,101,644		94.97%		52,356		60,794		86.1%		963		0		-		-		-		-		-

		2019/03		551,555,540		55,155,554		0		-		57,362,425		96.15%		60,325		66,477		90.7%		914		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						5,293,792										5,626						941

						5,294

		台湾

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		232,899,909		816,303,255		0		-		758,783,227		107.58%		1,329,643		1,181,087		112.6%		614		0		-		-		-		-		-		31

		2019/04		73,674,211		265,227,160		0		-		261,160,848		101.56%		416,169		386,621		107.6%		637		0		-		-		-		-		-

		2019/05		75,733,337		260,522,679		0		-		238,959,394		109.02%		427,957		385,683		111.0%		609		0		-		-		-		-		-

		2019/06		83,492,361		290,553,416		0		-		258,662,985		112.33%		485,517		408,783		118.8%		598		0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

		2020/01																						0		-		-		-		-		-

		2020/02																						0		-		-		-		-		-

		2020/03																						0		-		-		-		-		-

						8,777,454										14,297						614

						8,777

		ロシア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計																						0		-		-		-		-		-		7

		2019/01																						0		-		-		-		-		-

		2019/02																						0		-		-		-		-		-

		2019/03																						0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						0										0						ERROR:#DIV/0!

						0

		中国

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		69,477,772		1,162,673,494		0		-		1,061,504,165		109.53%		1,630,424		1,625,313		100.3%		713		0		-		-		-		-		-		82

		2019/01		24,548,265		406,273,781		0		-		355,683,668		114.22%		572,525		567,131		101.0%		710		0		-		-		-		-		-

		2019/02		20,942,029		354,129,712		0		-		339,296,373		104.37%		481,953		503,492		95.7%		735		0		-		-		-		-		-

		2019/03		23,987,478		402,270,001		0		-		366,524,124		109.75%		575,946		554,690		103.8%		698		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						4,726,315										6,628						713

						4,726

		タイ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		34,435,354		123,136,542		0		-		136,646,473		90.11%		253,698		284,956		89.0%		485		0		-		-		-		-		-		24

		2019/01		11,696,125		41,638,205		0		-		46,666,141		89.23%		86,060		99,389		86.6%		484		0		-		-		-		-		-

		2019/02		10,642,945		38,314,601		0		-		42,171,387		90.85%		78,347		86,202		90.9%		489		0		-		-		-		-		-

		2019/03		12,096,285		43,183,736		0		-		47,808,945		90.33%		89,291		99,365		89.9%		484		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						1,710,230										3,524						485

						1,710

		カンボジア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		212,624		23,661,393		0		-		19,685,795		120.20%		44,272		47,403		93.4%		534		0		-		-		-		-		-		1

		2019/01		70,102		7,708,390		0		-		6,646,907		115.97%		14,847		15,975		92.9%		519		0		-		-		-		-		-

		2019/02		67,257		7,524,062		0		-		6,105,202		123.24%		14,023		14,947		93.8%		537		0		-		-		-		-		-

		2019/03		75,265		8,428,942		0		-		6,933,686		121.57%		15,402		16,481		93.5%		547		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						7,887,131										14,757						534

						7,887



		フィリピン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		63,548,033		143,724,744		0		-		52,754,174		272.44%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-		4

		2019/01		20,170,105		45,181,036		0		-		11,837,618		381.67%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/02		12,739,773		29,301,477		0		-		13,061,748		224.33%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/03		30,638,155		69,242,230		0		-		27,854,807		248.58%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/04														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/05														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/06														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/07														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/08														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/09														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/10														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/11														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/12														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

						11,977,062										0						ERROR:#DIV/0!

						11,977



				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)				検算

				アメリカ (本土・ハワイ）		28,000		22,470		1,246				22,470		0				9364837.1399935

				韓国		5,294		5,626		941				5,626		0				16312.6546754795

				台湾		8,777		14,297		614				14,297		0

				カンボジア		7,887		14,757		534				14,757		0

				ロシア（持分）		0		0		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				中国（持分）		4,726		6,628		713				6,628		0

				タイ（持分）		1,710		3,524		485				3,524		0



				日本		9,813		17,685		555				17,681		4



				Overseas Marugame Seimen brand　Basic information						(Monthly data per store)

						Sales
 (1,000 yen)		# of Guests
 (person)		Sales per Guest
 (yen)

				USA		28,000		22,470		1,246

				South Korea		5,294		5,626		941

				Taiwan (ROC)		8,777		14,297		614

				Cambodia		7,887		14,757		534

				China(PRC) <JV>		4,726		6,628		713

				Thailand <JV>		1,710		3,524		485



				Japan		9,813		17,685		555

				過去データ

				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)

				アメリカ		26,129		27,025		967

				韓国		5,290		7,119		743

				台湾		11,937		22,143		539

				ロシア（持分）		7,198		9,602		750

				中国（持分）		7,092		11,545		614

				タイ（持分）		2,457		4,910		500



				日本		9,000		16,393		548







				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)

				アメリカ		31,554		31,756		994

				韓国		6,005		7,465		804

				台湾		16,033		24,226		662

				ロシア（持分）		7,736		10,644		727

				中国（持分）		8,479		12,302		689

				タイ（持分）		3,160		5,895		536



				日本		8,836		16,213		545









株主還元

				配当の推移

						2012年3月期		2014年
3月期		2015年
3月期		2016年
3月期		2017年
3月期		2018年
3月期		2019年
3月期		2020年
3月期
(予想) ヨソウ

				1株当たりの
年間配当額 ア		15円50銭		8円00銭		10円00銭		24円00銭		26円00銭		26円50銭		1円50銭		12円50銭

				配当性向		19.90%		37.00%		20.50%		19.90%		20.00%		24.68%		24.10%		20.56%



																										株主優待の内容

																										保有株式数		優待内容		継続保有優遇 ケイゾク ホユウ ユウグウ

																										実施回数 ジッシ カイスウ		年2回 ネン カイ		左記に追加 サキ ツイカ		年2回 ネン カイ

																										100株以上～200株未満		4,000円相当の割引券 ワリビキケン				ー

																										200株以上～500株未満		4,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン

																										500株以上～1,000株未満		10,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン

																										1,000株以上		15,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン



				Changes in Dividends

						Year ended March 31, 2012		Year ended March 31, 2014		Year ended March 31, 2015		Year ended March 31, 2016		Year ended March 31, 2017		Year ended March 31, 2018		Year ended March 31, 2019		Year ended March 31, 2020
(estimated)

				Annual dividend per share		15.50yen		8.00yen		10.00yen		24.00yen		26.00yen		26.50yen		1.50yen		12.50yen																Annual dividend per share

				Dividend payout ratio		19.90%		37.00%		20.50%		19.90%		20.00%		20.00%		24.10%		20.56%																Dividend payout ratio



																										Shareholder incentives

																										Number of shares		Incentive		Preferential treatment for continuous holding

																										The number of times		Twice a year		Twice a year						Shareholder incentives

																										100 - 200		4,000 yen value coupon 		Add to left		-				Shareholder incentives

																										200 - 500		4,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 

																										500 - 1,000		10,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 

																										1,000+  		15,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 





丸亀製麺　既存店

																																				Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar

						2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		2018年
3月期 ネン ガツキ		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		10月																												2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月 ガツ		2月		3月		4月 ガツ		5月 ガツ		6月

						FY 2015		FY 2016		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep						FY 2015		FY 2016		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun

						FY 2015		FY 2016		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		FY 2017 		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月						FY 2015		FY 2016		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar

				Net Sales		106.7%		103.8%		104.8%		105.2%		107.0%		110.2%		104.2%		105.1%		100.6%		100.5%		107.6%		103.2%		103.1%		101.1%		104.4%		103.3%		94.4%		97.9%		96.3%		95.2%		92.2%		96.5%		101.8%		96.3%		97.6%		96.8%		99.6%		96.7%		110.1%		105.7%		103.0%		106.2%		111.3%						2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月

				# of guests - Head count		101.8%		103.0%		104.1%		102.5%		102.5%		104.2%		98.6%		101.4%		99.1%		98.6%		101.7%		99.7%		99.5%		98.2%		100.8%		97.6%		91.0%		95.2%		99.8%		97.5%		93.0%		93.9%		99.6%		96.1%		94.9%		96.6%		98.7%		99.0%		122.6%		106.6%		99.3%		104.1%		111.5%				売上 ウリアゲ		106.7%		103.8%		104.4%		103.3%		94.4%		97.9%		96.3%		95.2%		92.2%		96.5%		101.8%		96.3%								97%		110%		106%

				Sales per guest  - Average soend per head		106.7%		100.9%		100.7%		102.6%		104.4%		105.8%		105.7%		103.7%		101.5%		101.9%		105.8%		103.5%		103.7%		102.9%		103.5%		105.8%		103.8%		102.9%		96.5%		97.7%		99.1%		102.8%		102.2%		100.2%		102.9%		100.2%		100.9%		97.7%		89.8%		99.1%		103.7%		101.9%		99.9%				客数 キャクスウ		101.8%		103.0%		100.8%		97.6%		91.0%		95.2%		99.8%		97.5%		93.0%		93.9%		99.6%		96.1%								99%		123%		107%

																																				0%		1.30%		-1.42%		1.31%		2.16%		-3.53%		2.12%		1.36%		-1.32%						-2.1%		0.3%		-2.8%		-1.8%		1.7%		-1.2%		0.6%				客単価 キャクタンカ		106.7%		100.9%		103.5%		105.8%		103.8%		102.9%		96.5%		97.7%		99.1%		102.8%		102.2%		100.2%								98%		90%		99%

																																		売上 ウリアゲ																				97.6%		96.8%		97.4%		97.0%		107.3%		103.9%		104.7%		105.0%		111.9%

																																補正後 ホセイ ゴ		客数 キャクスウ		97.6%		92.3%		93.8%		101.1%		99.7%		89.5%		96.0%		101.0%		94.8%		94.9%		96.6%		96.6%		99.3%		119.8%		104.8%		101.0%		102.9%		112.1%

																																		客単価 キャクタンカ		105.8%		103.8%		102.9%		96.5%		97.7%		99.1%		102.8%		102.2%		100.2%		102.9%		100.2%		100.9%		97.7%		89.8%		99.1%		103.7%		101.9%		99.9%

				Net Sales																																																																						Net Sales

				# of guests - Head count																																																																						# of guests - Head count

				Sales per guest  - Average soend per head																																																																						Sales per guest  - Average soend per head



				売上 ウリアゲ																																																																						売上 ウリアゲ

				客数 キャクスウ																																																																						客数 キャクスウ

				客単価 キャクタンカ																																																																						客単価 キャクタンカ



																																		CM		110.0%		110.4%		79.4%		125.7%		73.0%		93.0%



				売上 ウリアゲ																																																																						売上 ウリアゲ

				客数 キャクスウ																																																																						客数 キャクスウ

				客単価 キャクタンカ																																																																						客単価 キャクタンカ



																																				0.9229357851
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				FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018.2Q

				8,084,319		8,375,678		8,820,127		9,151,859		9,515,486		9,393,999

				8,084		8,376		8,820		9,152		9,515		9,394

												117.7%		112.2%

												1,431

				2013.04-2014.03		2014.04-2015.03		2015.04-2016.03		2016.04-2017.03		2017.04-2018.03		2018.04-2019.03

				2014年
3月期 ネン ガツキ		2015年
3月期 ネン ガツキ		2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		2019年
3月期3Q ネン ガツキ

				8,084,319		8,375,678		8,821,908		9,153,590		9,517,802		9290333.95227737

				8,084		8,376		8,822		9,154		9,518		9,290

												117.7%		114.9%

												1,433,483		1,206,015

				FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018.2Q

				2014年
3月期 ネン ガツキ		2015年
3月期 ネン ガツキ		2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		2019年
3月期3Q ネン ガツキ



2014年	
3月期	2015年	
3月期	2016年	
3月期	2017年	
3月期	2018年	
3月期	2019年	
3月期3Q	8084.3188461100035	8375.6776849462367	8821.9075525010794	9153.5900605864608	9517.8017006252685	9290.3339522773695	

IFRS16

				大きな変更点は、これまでのファイナンス・リースとオペレーティング・リースという分類がなくなり、あらゆるリースが資産計上されることだ。その結果、莫大な金額のリースが企業会計上に表面化することとなる。さらに、損益計算書上では、ほとんどのオペレーティング・リースの初期の影響が大きくなる。つまり、リースの初期費用が上がる。



				2019年の新基準適用以降、上場企業は2017年と18年の財務諸表にさかのぼって新基準適用を求められることとなる。非上場企業に関しても、同様に2018年と19年にさかのぼって適用となる。

				BS												ＰＬ

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				資産 シサン		○						○●				売上 ウリアゲ

				負債 フサイ		○						○●				販管費 ハ				●

																ＥＢＩＴＤＡ

				簿外 ボガイ				●								減価償却 ゲンカ ショウキャク		○						○●

																営業利益 エイギョウ リエキ

																財務費用 ザイム ヒヨウ		○						○●

																税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ





Sheet2

																								（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS（2019/4/1）※												ＰＬ(2019/4/1～2020/3/31)※

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								84,530				売上 ウリアゲ

				リース資産 シサン		5,658										販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン				15,443

				リース負債 フサイ		3,536						82,407				ＥＢＩＴＤＡ

																減価償却 ゲンカ ショウキャク		○						14,584

				簿外 ボガイ				●								営業利益 エイギョウ リエキ

																財務費用 ザイム ヒヨウ		○						498

																税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ



				BS（新規計上額）※ シンキ ケイジョウ ガク

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								78,872

				リース資産 シサン		○

				リース負債 フサイ		○						78,872



				簿外 ボガイ				●

				※IFRS16影響額に関しましては、将来期間の為替レートが不明、減損が未確定、社宅データが最新のものではないなど、

				数値の変動要素はありますので、その点はご留意ください。





Sheet3

																								（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS（2019/4/1）												ＰＬ(2019/4/1～2020/3/31)

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								84,530				売上 ウリアゲ

				リース資産 シサン		5,658										販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン				15,443

				リース負債 フサイ		3,536						82,407				ＥＢＩＴＤＡ

																減価償却 ゲンカ ショウキャク								14,584

				BS（新規計上額） シンキ ケイジョウ ガク												営業利益 エイギョウ リエキ

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン				財務費用 ザイム ヒヨウ								498

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース				税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ

				使用権資産 シヨウケン シサン								78,872

				リース資産 シサン

				リース負債 フサイ								78,872

				※IFRS16影響額に関しましては、将来期間の為替レートが不明、減損が未確定、社宅データが最新のものではないなど、

				数値の変動要素はありますので、その点はご留意ください。





Sheet6

																				（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS期首影響額 キシュ エイキョウガク										ＰＬ影響額(2019/4/1～2019/6/30) エイキョウガク

						旧会計基準(2019/3/31現在) キュウ カイケイ キジュン ゲンザイ		新基準により
追加的に認識(2019/4/1現在) シン キジュン ツイカテキ ニンシキ ゲンザイ		合計 ゴウケイ						旧会計基準 キュウ		IFRS16
影響額 エイキョウガク		新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース

				使用権資産 シヨウケン シサン				78,094		78,094				売上 ウリアゲ		39,212		0		39,212

				有形リース資産(期末帳簿価額) ユウケイ シサン キマツ チョウボ カガク		2,364				2,364				販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン		4,555		-3,735		819

				リース負債 フサイ		3,536		79,928		83,464				ＥＢＩＴＤＡ		3,653		3,624		7,277

				利益剰余金の減少(税効果会計等考慮後) リエキ ジョウヨキン ゲンショウ ゼイ コウカ カイケイ トウ コウリョ ゴ				880		880				減価償却 ゲンカ ショウキャク		1,126		3,624		4,751

														営業利益 エイギョウ リエキ		1,940		111		2,051

														金融費用 キンユウ ヒヨウ		345		124		469

														税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ		1,382		-13		1,369











将来イメージ



						2019年
3月 ネン ガツ		2020年
3月 ネン ガツ		2021年
3月 ネン ガツ		2022年
3月 ネン ガツ								2026年
3月 ネン ガツ				2019年
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Sheet7

				現状 ゲンジョウ												修正案 シュウセイ アン

						店舗数 テンポ スウ		売上（億円） ウリアゲ オク エン		売上（億円）
/店 ウリアゲ オク エン テン		月商（万円）
/店 ゲツ ショウ マン エン テン						店舗数 テンポ スウ		売上（億円） ウリアゲ オク エン		売上（億円）
/店 ウリアゲ オク エン テン		月商（万円）
/店 ゲツ ショウ マン エン テン

				北米 ホクベイ		1,000		1,000		1.0		833				北米 ホクベイ		1,000		1,000		1.0		833

				中南米 チュウナンベイ		200		100		0.5		417				中南米 チュウナンベイ		200		150		0.8		625

				欧州(+中東） オウシュウ チュウトウ		500		50		0.1		83		⇒		欧州(+中東） オウシュウ チュウトウ		500		350		0.7		583

				アジア		2,300		1,350		0.6		489				アジア		2,000		1,250		0.6		521

				日本 ニホン		2,000		2,500		1.3		1,042				日本 ニホン		2,000		2,000		1.0		833

																　TDJ以外 イガイ		300		250		0.8		694

						6,000		5,000		0.8		694						6,000		5,000		0.8		694
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（単位：百万円）

（単位：百万円）

金額 売上比 前年比 金額 売上比 前年比 金額 売上比 前年比

売上収益 97,880 100.0% 108.8% 99,307 100.0% 101.5% 107,694 100.0% 108.4%

セグメント利益 14,408 14.7% 115.8% 12,817 12.9% 89.0% 14,149 13.1% 110.4%

2022年3月期
丸亀製麺セグメントPL

2020年3月期 2021年3月期

金額 売上比 前年比 金額 売上比 前年比 金額 売上比 前年比

売上収益 33,294 100.0% 110.1% 36,604 100.0% 109.9% 41,549 100.0% 113.5%

セグメント利益 4,261 12.8% 130.8% 4,452 12.2% 104.5% 4,913 11.8% 110.4%

海外事業セグメントPL
2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期


2Q



				連結PL (IFRS) レンケツ

						第2四半期 ダイ シハンキ						計画 ケイカク								前年同期 マエ ネン ドウキ キ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネンヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		80,017		100.0%		111.2%		77,748		100.0%		102.9%				71,981		100.0%

				事業利益 ジギョウ リエキ		5,840		7.3%		132.9%		3,651		4.7%		160.0%				4,393		6.1%

				EBITDA		15,499		19.4%		231.2%		13,793		17.7%		112.4%				6,705		9.3%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		15,560		19.4%		226.4%		14,093		18.1%		110.4%				6,872		9.5%

				営業利益 エイギョウ リエキ		5,084		6.4%		123.3%		3,359		4.3%		151.4%				4,122		5.7%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		4,100		5.1%		99.3%		3,073		4.0%		133.4%				4,128		5.7%

				四半期利益 シハンキ リエキ		2,601		3.3%		89.0%		2,009		2.6%		129.5%				2,923		4.1%				←値張り注意 アタイ バ チュウイ

				親会社の所有者に帰属する四半期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク シハンキ キ リエキ		2,569		3.2%		87.1%		1,948		2.5%		131.9%				2,948		4.1%



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		108.5%		47,039		100.0%		104.6%				45,346		100.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%				←　自動リンク ジドウ







				Consolidated PL (IFRS)																												Planned（計画した・された）　

						2Q FY 2019 						2Q FY 2019 (forecast) 								Previous period												一語だけでは違和感がありますがいかがでしょうか

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 				Amount		% to Revenue

				Revenue		80,017		100.0%		111.2%		77,748		100.0%		102.9%				71,981		100.0%										上期計画　H1 2018 (forecast) 

				Contribution margin		5,840		7.3%		132.9%		3,651		5%		160.0%				4,393		6.1%

				EBITDA		15,499		19.4%		231.2%		13,793		18%		112.4%				6,705		9.3%

				Adjusted EBITDA		15,560		19.4%		226.4%		14,093		18.1%		110.4%				6,872		9.5%										売上費　% to Sales 

				Operating profit		5,084		6.4%		123.3%		3,359		4.3%		151.4%				4,122		5.7%

				Profit before tax		4,100		5.1%		99.3%		3,073		4.0%		133.4%				4,128		5.7%										計画比 % to Plan 

				Profit for the year		2,601		3.3%		89.0%		2,009		2.6%		129.5%				2,923		4.1%

				Profit for the year attributable to owners of the parents		2,569		3.2%		87.1%		1,948		2.5%		131.9%				2,948		4.1%										前年比 YoY



				Marugameseimen segment																												英語では、表記の統一が重要になります。

				Revenue		49,183		100%		108.5%		47,039		100%		104.6%				45,346		100%										Pnanned(FY2018 2Q)

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%										 (2Q 2018) と期が前に来ます。

				Overseas segment																												カッコの前後には半角スペースが必要です。

				Revenue		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%





















4Q1



				連結PL (IFRS) レンケツ

						当期 トウキ										計画 ケイカク								前期 ゼンキ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		進捗率 シンチョク リツ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネンヒ				※値張りがあるので、計算式をチェック アタイ バ ケイサン シキ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		116,504		100.0%		49,660		100.0%		114.5%		112,233		100.0%		103.8%				101,779		100.0%		114.5%

				EBITDA		11,745		10.1%		-		-		-		-		-		-				12,167		12.0%		96.5%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		12,362		10.6%		-		-		96%		14,057		12.5%		87.9%				12,934		12.7%		95.6%

				営業利益 エイギョウ リエキ		7,635		6.6%		4,490		9.0%		88.6%		8,851		7.9%		86.3%				8,619		8.5%		88.6%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		7,175		6.2%		4,380		8.8%		84.8%		8,993		8.0%		79.8%				8,466		8.3%		84.8%

				当期利益 トウキ リエキ		4,663		4.0%		2,800		5.6%		83.5%		5,968		5.3%		78.1%				5,585		5.5%		83.5%				78.1%		※値張り アタイ バ

				親会社の所有者に帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウ キ リエキ		4,665		4.0%		2,810		5.7%		82.8%		5,970		5.3%		78.1%				5,631		5.5%		82.8%				78.1%		※値張り アタイ バ



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		49,660		100.0%		57.5%		89,306		100.0%		55.1%				85,598		100.0%		57.5%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		7,832		6.7%		-		-		-		14,913		-		-				13,674		13.4%		57.3%				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		49,660		100.0%		287.0%		6,876		100.0%		243.2%				5,826		100.0%		287.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		2,352		2.0%		-		-		-		366		-		-				363		0.4%		647.9%				←　自動リンク ジドウ

										　







				Consolidated PL (IFRS)

						FY 2017										FY 2017 Plan								Previous period

						Amount		Ratio to
Revenue		Planned		Ratio to
Revenue		Ratio to
Plannede		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Planned				Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		116,504		100.0%		49,660		100.0%		114.5%		112,233		100.0%		103.8%		0		101,779		100.0%		114.5%

				EBITDA		11,745		10.1%		-		-		-		-		-		-		0		12,167		12.0%		96.5%

				Adjusted EBITDA		12,362		10.6%		-		-		96%		14,057		12.5%		87.9%		0		12,934		12.7%		95.6%

				Operating profit		7,635		6.6%		4,490		9.0%		88.6%		8,851		7.9%		86.3%		0		8,619		8.5%		88.6%

				Profit before tax		7,175		6.2%		4,380		8.8%		84.8%		8,993		8.0%		79.8%		0		8,466		8.3%		84.8%

				Profit for the year		4,663		4.0%		2,800		5.6%		83.5%		5,968		5.3%		78.1%		0		5,585		5.5%		83.5%

				Profit for the year attributable to owners of the parents		4,665		4.0%		2,810		5.7%		82.8%		5,970		5.3%		78.1%		0		5,631		5.5%		82.8%

				Marugameseimen segment

				Revenue		49,183		100.0%		49,660		100.0%		57.5%		89,306		100.0%		55.1%		0		85,598		100.0%		57.5%

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		6.7%		-		-		-		14,913		-		-		0		13,674		13.4%		57.3%

				Overseas segment

				Revenue		16,720		100.0%		49,660		100.0%		287.0%		6,876		100.0%		243.2%		0		5,826		100.0%		287.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		2,352		2.0%		-		-		-		366		-		-		0		363		0.4%		647.9%





4Q



				連結PL (IFRS) レンケツ

						当期 トウキ						計画 ケイカク								前期 マエ ドウキ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		145,022		100.0%		124.5%		144,673		100.0%		100.2%				116,504		100.0%		124.5%

				EBITDA		8,671		6.0%		73.8%		-		-		-				11,745		10.1%		73.8%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		12,402		8.6%		100.3%		-		-		-				12,362		10.6%		100.3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		2,302		1.6%		30.2%		4,710		3.3%		48.9%				7,635		6.6%		30.2%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		1,337		0.9%		18.6%		4,219		2.9%		31.7%				7,175		6.2%		18.6%

				当期利益 トウキ リエキ		221		0.2%		4.7%		3,017		2.1%		7.3%				4,663		4.0%		4.7%				←値張り注意 アタイ バ チュウイ

				親会社の所有者に帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウ キ リエキ		267		0.2%		5.7%		3,105		2.1%		8.6%				4,665		4.0%		5.7%



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		108.5%		47,039		100.0%		104.6%				45,346		100.0%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%		0.0%				←　自動リンク ジドウ







				Consolidated PL (IFRS)																														Planned（計画した・された）　

						FY 2019 						Full -year forecast								FY 2018														一語だけでは違和感がありますがいかがでしょうか

						Millions of yen		Ratio to revenue		YoY change		Millions of yen		Ratio to revenue		Ratio to budget				Millions of yen		Ratio to revenue		YoY change

				Revenue		145,022		100.0%		124.5%		144,673		100.0%		100.2%				116,504		100.0%		124.5%										上期計画　H1 2018 (forecast) 

				EBITDA		8,671		6.0%		73.8%		-		-		-				11,745		10.1%		73.8%

				Adjusted EBITDA		12,402		8.6%		100.3%		-		-		-				12,362		10.6%		100.3%										売上費　% to Sales 

				Operating profit		2,302		1.6%		30.2%		4,710		3.3%		48.9%				7,635		6.6%		30.2%

				Profit before tax		1,337		0.9%		18.6%		4,219		2.9%		31.7%				7,175		6.2%		18.6%										計画比 % to Plan 

				Profit for the year		221		0.2%		4.7%		3,017		2.1%		7.3%				4,663		4.0%		4.7%

				Profit for the year attributable to owners of the parents		267		0.2%		5.7%		3,105		2.1%		8.6%				4,665		4.0%		5.7%										前年比 YoY



				Marugameseimen segment																														英語では、表記の統一が重要になります。

				Revenue		49,183		100%		108.5%		47,039		100%		104.6%				45,346		100%		0.0%										Pnanned(FY2018 2Q)

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%		0.0%										 (2Q 2018) と期が前に来ます。

				Overseas segment																														カッコの前後には半角スペースが必要です。

				Revenue		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%		0.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%		0.0%





















丸亀PL



				※項目　丸亀製麺を更新すれば他のセグメントもリンク コウモク マ コウシン タ																																																				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期 ダイ シハンキ						計画 ケイカク										前年同期 ゼンネン ドウキ																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキ ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキ ヒ																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		108.5%		47,039		100.0%		104.6%		104.6%				45,346		100.0%		108.5%																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%		117.8%				6,595		14.5%		118.8%		1,237																												税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Marugameseimen segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		49,183		100%		108.5%		47,039		100%		104.6%		104.6%				45,346		100%		108.5%										19,324		-		254.5%

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%		117.8%				6,595		14.5%		118.8%										14,576		75.4%		53.7%























とん一PL



																																																								その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				豚屋とん一セグメントPL  ブタ ヤ イチ																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期						計画										前年同期																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		1,827		100.0%		95.5%		1,940		100.0%		94.2%		94.2%				1,914		100.0%		95.5%																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ		55		3.0%		-		29		1.5%		188.2%		-				△ 12		-		-458.3%		67																												税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Butaya tonichi segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		1,827		100.0%		95.5%		1,940		100.0%		94.2%		94.2%				1,914		100.0%		95.5%										19,324		-		9.5%

				Operating profit of Butaya tonichi segment		55		3.0%		-		29		1.5%		2		-				△ 12		-		-458.3%										14,576		75.4%		0.4%























カフェPL



																																																								その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				カフェセグメントPL 																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期						計画										前年同期																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		2,595		100.0%		149.0%		2,278		100.0%		113.9%		113.9%				1,742		100.0%		149.0%																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ		116		4.5%		168.1%		94		4.1%		123.4%		-				69		4.0%		168.1%																														税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Butaya tonichi segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		2,595		100.0%		149.0%		2,278		100.0%		113.9%		113.9%				1,742		100.0%		149.0%										19,324		-		13.4%

				Operating profit of Butaya tonichi segment		116		4.5%		168.1%		94		4.1%		1		-				69		4.0%		168.1%										14,576		75.4%		0.8%























海外ＰＬ

				海外事業セグメントＰＬ カイガイ ジギョウ

						第2四半期						計画										前年同期

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%		102.0%				14,906		100.0%		112.2%

				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%		124.5%				1,695		11.4%		138.8%		657







				Overseas segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%		102.0%				14,906		100.0%		112.2%

				Operating profit of Overseas segment		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%		124.5%				1,695		11.4%		138.8%

















店舗数



								2019年
3月末 ネン ガツ マツ		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								出店		退店		2019年
9月末 ネン ガツ マツ

										1Q		2Q		3Q		4Q

				国内 コクナイ				1,103		7		0		-2		-4		36		16		1,123

						内、丸亀製麺 ウチ		817		7				-2		-4		11		4		824

				海外 カイガイ				575		-1				1		1		61		34		602

				合 計 ゴウ ケイ				1,678		6		0		-1		-3		97		50		1,725





								2019
Mar		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								Open		Close		2019
June

										1Q		2Q		3Q		4Q

				Domestic				1,103		7		0		(2)		(4)		36		16		1,123

						Marugame Seimen		817		7		0		(2)		(4)		11		4		824

				Overseas				575		(1)		0		1		1		61		34		602

				Total				1,678		6		0		(1)		(3)		97		50		1,725



















国内店舗数

				国内 コクナイ

				運営業態 ウンエイ ギョウタイ						2019年
3月末 ネン ガツ マツ		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								累計 ルイケイ				2019年
9月末 ネン ガツ マツ

												1Q		2Q		3Q		4Q		出店 シュッテン		退店 タイ テン

				丸亀製麺（うどん） マルガメ セイメン						817		5		1		2		-3		11		4		824

						RS				637		7				-2		-4		5		3		639

						SC				180		-2		1		4		1		6		1		185

				とりどーる（焼き鳥） ヤ トリ						15		-1		-1						0		2		13

				豚屋とん一等（豚カツ・トンテキ） ブタ ヤ イチ トウ トン						53										1		0		54

				丸醤屋（ラーメン） マル ジャン ヤ						11								-1		0		1		10

				長田本庄軒（焼きそば） ナ ヤ						10										2		0		12

				コナズ珈琲等（カフェ） コーヒー トウ						29										4		0		33

				天ぷらまきの（天ぷら定食） テン テン テイショク						11										5		0		16

				晩杯屋（立ち飲み） ※1 バン ハイ ヤ タ ノ						49										0		4		45

				ずんどう屋（ラーメン） ヤ						45										3		0		48

				その他 タ						63		-1				1		1		10		5		68				出店 シュッテン		ヤマキ 7、鳥八代 １、いぶき １、福はうち １ トリ ハチダイ フク

				合 計 ゴウ ケイ						1,103		3		0		3		-3		36		16		1,123				退店 タイテン		Collective 2、麺屋どおり １、ヤマキ ２、 メン ヤ









				Domestic

				Brands						Mar
2019		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								During period				Sep
2019								Roadside locations "roadside"は一語です。

												1Q		2Q		3Q		4Q		Open		Close

				Marugame Seimen (Udon)						817		5		1		2		-3		11		4		824								Mall locations/Shopping center locaitons

						Roadside locations				637		7		0		-2		-4		5		3		639

						Shopping center locaitons				180		-2		1		4		1		6		1		185								ショッピングセンターは固有名詞ではないので

				Toridoll (Yakitori)						15		-1		-1		0		0		0		2		13								最初だけ大文字です。

				Butaya Tonichi （Tonkatsu,tonteki）						53		0		0		0		0		1		0		54								とんいちの表記の揺らぎを統一する必要があります

				Marushoya (Ramen)						11		0		0		0		-1		0		1		10

				Nagatahonjoken (Yakisoba)						10		0		0		0		0		2		0		12

				Kona's CoffeeRoasted（Cafe）						29		0		0		0		0		4		0		33

				Makino（Tenpura）						11		0		0		0		0		5		0		16

				Banpaiya (Standing Bar)						49		0		0		0		0		0		4		45

				Zundoya (Ramen)						45		0		0		0		0		3		0		48

				Others						63		-1		0		1		1		10		5		68

				Total						1,103		3		0		3		-3		36		16		1,123























海外店舗数

						海外 カイガイ

						業態 ギョウタイ		運営形態 ウンエイ ケイタイ		持分
比率 モチブン ヒリツ		エリア		直営 チョクエイ								FC								総合計 ソウ ゴウケイ

														2019年 ネン		通期累計 ツウキ ルイ ケイ				2019年 ネン		2019年 ネン		通期累計 ツウキ ルイ ケイ				2019年 ネン

														3月末 ガツ マツ		出店 シュッテン		退店 シリゾ ミセ		9月末 ガツ マツ		3月末 ガツ マツ		出店 シュッテン		退店 シリゾ ミセ		9月末 ガツ マツ

						丸亀製麺 マルガメ セイメン		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		6		2		0		8		0		0		0		0		8

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		韓国 カンコク		6		0		-1		5		4		0		0		4		9

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		90%		台湾 タイワン		30		1		0		31		0		0		0		0		31

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		65%		カンボジア		2		0		-1		1		0		2		0		2		3

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		タイ		19		0		0		19		0		0		0		0		19

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		37%		中国 チュウゴク		76		9		-10		75		5		0		0		5		80		(丸亀製麺等） マルガメ セイメン トウ

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		33%		シンガポール		3		0		0		3		0		0		0		0		3

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		インドネシア		0		0		0		0		51		7		-1		57		57

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		ベトナム		0		0		0		0		10		0		0		10		10

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		オーストラリア		0		0		0		0		2		2		0		4		4

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		フィリピン		0		0		0		0		4		3		0		7		7

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		ロシア		0		0		0		0		6		1		0		7		7		⇒　次回より「ロイヤリティ収入」に変更 ジカイ シュウニュウ ヘンコウ

						譚仔雲南米線		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		中国(香港） チュウゴク ホンコン		53		2		0		55		0		0		0		0		55

						譚仔三哥米線		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		中国(香港） チュウゴク		54		4		0		58		0		0		0		0		58

						MONSTER CURRY		連結子会社 レンケツ コガイシャ		70%		シンガポール		13		0		0		13		0		0		0		0		13

						Wok to Walk		連結子会社 レンケツ コガイシャ		60%		欧州等 オウシュウ トウ		2		0		-2		0		101		11		-6		106		106		←将来的にはエリア別記載とChill Chillの分離を検討 ショウライテキ ベツ キサイ ブンリ ケントウ

						Boat Noodle等 トウ		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		49%		マレーシア等 トウ		65		3		-10		58		6		3		0		9		67		←ＦＣ：インドネシア、ブルネイ、シンガポール

						Boat Noodle		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		ミャンマー		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Shoryu（昇龍） ショウリュウ		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		39%		イギリス		11		0		0		11		0		0		0		0		11

						Poke		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		アメリカ等 トウ		32		0		-1		31		7		11		0		18		49

						とん一 イチ		連結子会社 レンケツ コガイシャ		90%		台湾 タイワン		4		0		-2		2		0		0		0		0		2

						Tokyo Table		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		1		0		0		1		0		0		0		0		1		←Saly Papa含む フク

						Crackin' Kitchen等 トウ		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						合　計 ア ケイ								379		21		-27		373		196		40		-7		229		602



						Overseas

						Brands		Units		Shareholding ratio		Area		 Own stores								FC								Total										3Q FY2017

														2019		FY2019				2019		2019		FY2019				2019												Open　Openings

														Mar		Openings		Closures		Sep		Mar		Openings		Closures		Sep												Close　Closures

						Marugame Seimen		Subsidiaries		100%		USA		6		2		0		8		0		0		0		0		8										Direct operation → Own stores

								Subsidiaries		100%		Korea		6		0		-1		5		4		0		0		4		9										Investment ratio → Shareholding ratio

								Subsidiaries		90%		Taiwan		30		1		0		31		0		0		0		0		31										Operation form → Units

								Subsidiaries		65%		Cambodia		2		0		-1		1		0		2		0		2		3										JVs → Joint ventures

								JVs		40%		Thailand		19		0		0		19		0		0		0		0		19

								JVs		37%		China		76		9		-10		75		5		0		0		5		80		(丸亀製麺等） マルガメ セイメン トウ								Zundouya は海外では　Zund　でしょうか

								JVs		33%		Singapore		3		0		0		3		0		0		0		0		3										また雲南ヌードルの社名も英語にしてください

								FCs		-		Indonesia		0		0		0		0		51		7		-1		57		57										Tam Jai Yunnan Mixian  

								FCs		-		Vietnam		0		0		0		0		10		0		0		10		10										Tam Jai Sam Gor Mixian

								FCs		-		Australia		0		0		0		0		2		2		0		4		4

								FCs		-		Philippines		0		0		0		0		4		3		0		7		7

								FCs		-		Russia		0		0		0		0		6		1		0		7		7										FCS → Franchise stores

						Tam Jai Yunnan Mixian  		Subsidiaries		100%		China		53		2		0		55		0		0		0		0		55

						Tam Jai Sam Gor Mixian		Subsidiaries		100%		China		54		4		0		58		0		0		0		0		58

						MONSTER CURRY		Subsidiaries		70%		Singapore		13		0		0		13		0		0		0		0		13

						Wok to Walk		Subsidiaries		60%		Europe, etc		2		0		-2		0		101		11		-6		106		106

						Boat Noodle, etc		JVs		49%		Malaysia, etc		65		3		-10		58		6		3		0		9		67		←将来的にはエリア別記載とChill Chillの分離を検討 ショウライテキ ベツ キサイ ブンリ ケントウ

						Boat Noodle		JVs		40%		Myanmar		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Shoryu		JVs		39%		UK		11		0		0		11		0		0		0		0		11

						Poke		JVs				USA, etc		32		0		-1		31		7		11		0		18		49

						Ton-ichi		Subsidiaries		90%		Taiwan		4		0		-2		2		0		0		0		0		2

						Tokyo Table		Subsidiaries		100%		USA		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Crackin' Kitchen		Subsidiaries		100%		USA		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Total								379		21		-27		373		196		40		-7		229		602







販管費

						↓　値張り アタイ バ																				Dec
2016		Increase of COGS ratio		Increase of labor cost ratio		Decrease of utitily cost ratio		Increase of Advertising cost ratio		Decrease of other cost ratio		Dec
2017						Outsourced expenses cost ratio

				IFRS																				A		0.0%		6.1%		5.2%		5.2%		5.37%		5.373%		0.0%						4.68%

						当期 トウ キ		前期 ゼン キ		当期 トウ キ		前期 ゼン キ												B		6.6%		0.5%		1.0%		0.3%		0.1%		0.1%		5.5%						0.7%

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		84,611,870,484		76,410,732,534		100.0%		100.0%								6.63%								7.1%		6.2%		5.5%		5.60%		5.47%								6.29%

				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		22,114,638,095		19,597,952,094		26.1%		25.6%		0.49%		0.5%				0.49%																		-0.003%

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		62,497,232,389		56,812,780,440		73.9%		74.4%		-0.49%		-0.5%				0.95%						12.63%												11.38%

				人件費 ジンケンヒ		25,998,829,075		22,750,669,742		30.7%		29.8%		0.95%		1.0%				-0.30%

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		5,600,694,221		5,285,510,882		6.6%		6.9%		-0.30%		-0.3%				0.11%

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		3,008,620,794		2,630,257,849		3.6%		3.4%		0.11%		0.2%				0.30%

				外部委託費 ガイブ イタク ヒ		1,204,491,635		556,939,561		1.4%		0.7%		0.69%		0.9%

				減価償却 ゲンカ ショウキャク		2,822,536,290		2,630,600,253		3.3%		3.4%		-0.11%		0.1%

				非経常的費用項目 ヒ ケイジョウ テキ ヒヨウ コウモク						0.0%		0.0%		0.00%		0.0%

				その他経費 タ ケイヒ		20,280,276,639		18,621,209,302		24.0%		24.4%		-0.40%		-0.4%

				販管費合計 ハンカンヒ ゴウケイ		56,092,912,364		49,844,587,336		66.3%		65.2%		1.06%		1.1%

				減損損失 ゲンソン ソンシツ		197,019,359		174,192,361		0.2%		0.2%		0.00%		0.0%

				その他の営業収益		209,974,802		373,096,998		0.2%		0.5%		-0.24%		-0.2%

				その他の営業費用		290,358,876		182,532,680		0.3%		0.2%		0.10%		0.1%

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,126,916,592		6,984,565,061		7.2%		9.1%		-1.90%		-1.9%

				金融収益		214,537,303		158,888,535		0.3%		0.2%		0.05%		0.0%

				金融費用		204,615,613		209,755,449		0.2%		0.3%		-0.03%		-0.0%

				持分法による投資損益		(45,923,735)		32,780,539		-0.1%		0.0%		-0.10%		-0.1%

				税引前利益-IFRS		6,090,914,547		6,966,478,686		7.2%		9.1%		-1.92%		-1.9%



				EBITDA		9,029,836,956		9,424,600,996		10.7%		12.3%		-1.66%		-1.7%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		9,625,721,108		9,650,528,423		11.4%		12.6%		-1.25%		0.1%





				※アウトラインの資料は＋－がややこしいので、アウトラインと違う資料をもらうこと！ シリョウ チガ シリョウ



						当期 トウ キ				前期 ゼン キ

				売上収益-IFRS		84,611,870,484				76,410,732,534

				売上原価-IFRS		22,114,638,095		26.1%		19,597,952,094		25.6%		0.5%

				売上総利益-IFRS		62,497,232,389		73.9%		56,812,780,440		74.4%		-0.5%

				役員報酬		108,250,002		0.1%		96,300,000		0.1%		0.0%

				従業員給与手当		4,251,910,385		5.0%		3,264,218,911		4.3%		0.8%

				従業員賞与		294,363,696		0.3%		347,556,450		0.5%		-0.1%

				従業員賞与引当金繰入額		263,711,252		0.3%		178,669,616		0.2%		0.1%

				アルバイト料		18,107,580,347		21.4%		16,321,483,339		21.4%		0.0%

				法定福利費		1,892,859,523		2.2%		1,521,885,102		2.0%		0.2%

				厚生費		273,222,179		0.3%		236,219,611		0.3%		0.0%

				退職給付費用		149,941,697		0.2%		133,743,809		0.2%		0.0%

				研修費		91,559,816		0.1%		53,362,661		0.1%		0.0%

				株式報酬費用		54,682,240		0.1%		61,835,720		0.1%		-0.0%

						25,998,829,075		30.7%		22,750,669,742		29.8%		1.0%

				減価償却費(販管)		2,822,536,290		3.3%		2,630,600,253		3.4%		-0.11%

				地代家賃		8,669,876,965		10.2%		7,984,604,610		10.4%		-0.20%

				電気料金		3,114,409,866		3.7%		2,811,307,132		3.7%		0.00%

				ガス料金		604,463,439		0.7%		521,485,071		0.7%		0.03%

				水道料金		1,861,837,616		2.2%		1,932,147,803		2.5%		-0.3%

						5,600,694,221		6.6%		5,285,510,882		6.9%		-0.3%

				備品消耗品費		1,536,121,739		1.8%		1,423,941,890		1.9%		-0.0%

				厨房備品食器費		616,137,407		0.7%		622,442,100		0.8%		-0.1%

				炭代		19,983,300		0.0%		20,570,876		0.0%		-0.0%

				被服費		310,825,129		0.4%		273,273,775		0.4%		0.0%

				開店時経費		250,779,337		0.3%		163,398,764		0.2%		0.1%

				定期メンテナンス費		476,580,650		0.6%		390,988,628		0.5%		0.1%

				保守点検料		2,054,919		0.0%		354,650		0.0%		0.0%

				警備料		595,671,384		0.7%		551,618,341		0.7%		-0.0%

				求人広告費		510,747,938		0.6%		535,394,523		0.7%		-0.1%

				支払手数料		657,366,431		0.8%		473,775,940		0.6%		0.2%

				荷造費		1,896		0.0%				0.0%		0.0%

				運搬費		964,386		0.0%				0.0%		0.0%

				リース・賃借料		26,867,764		0.0%		13,271,124		0.0%		0.0%

				外部委託費		1,204,491,635		1.4%		556,939,561		0.7%		0.7%												Dec
2016		Increase of COGS ratio		Increase of labor cost ratio		Decrease of utitily cost ratio		Increase of Advertising cost ratio		Decrease of other cost ratio		Dec
2017

				寄付金		15,017,016		0.0%		6,152,671		0.0%		0.0%												0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.00%		0.000%		0.0%

				衛生管理費		692,339,799		0.8%		609,215,331		0.8%		0.0%

				塵芥料		530,476,058		0.6%		504,529,603		0.7%		-0.0%												H29.3期
3Q キ		売上
原価率
の増加 ウリアゲ ゲンカ リツ ゾウカ		人件費率
の増加 ジンケンヒ リツ ゾウカ		水道
光熱費率
の減少 スイドウ コウネツヒ リツ ゲンショウ		広告宣伝費率
の増加 コウコク センデンヒ リツ ゾウカ		その他
経費率
の増加 タ ケイヒ リツ ゾウカ		H30.3期
3Q キ						外部委託費
の増加 ガイブ イタク ヒ ゾウカ

				お客様対応費		14,658,964		0.0%		13,904,231		0.0%		-0.0%

				商品開発費		48,854,784		0.1%		28,088,380		0.0%		0.0%

				業態開発費		7,795,434		0.0%		9,889,498		0.0%		-0.0%

				広告宣伝費		3,008,620,794		3.6%		2,630,257,849		3.4%		0.1%

				福利厚生費(販管)		1,296,795		0.0%				0.0%		0.0%

				接待交際費		85,773,510		0.1%		94,771,534		0.1%		-0.0%

				会議費		20,621,775		0.0%		13,479,002		0.0%		0.0%																悪化 アッカ		改善 カイゼン

				旅費交通費		641,341,918		0.8%		514,056,094		0.7%		0.1%														12.6%						12.6%

				通信費		406,286,357		0.5%		402,376,664		0.5%		-0.0%												原価 ゲンカ				0.5%				12.1%

				事業税等		4,283,742		0.0%				0.0%		0.0%												人件費 ジンケンヒ				1.0%				11.2%

				租税公課		383,083,463		0.5%		721,992,640		0.9%		-0.5%												水道光熱費 スイドウ コウネツヒ						0.3%		11.5%

				修繕費		1,010,202,596		1.2%		817,273,886		1.1%		0.1%												広告宣伝費 コウコク センデンヒ				0.1%				11.3%

				保険料		141,634,593		0.2%		117,153,401		0.2%		0.0%												外部委託費 ガイブ イタク ヒ				0.7%				10.6%

				貸倒引当金繰入額(販管)				0.0%		0		0.0%		0.0%																				10.6%

				のれん償却額				0.0%		0		0.0%		0.0%

				雑費		315,321,537		0.4%		240,056,292		0.3%		0.1%														11.4%						0.8%

				為替換算誤差		(4,495,999)		-0.0%		0		0.0%		-0.0%

				販売費及び一般管理費-IFRS		56,092,912,364		66.3%		49,844,587,336		65.2%		1.1%

				減損損失(特別)		197,019,359		0.2%		174,192,361		0.2%		0.0%

				減損損失-IFRS		197,019,359		0.2%		174,192,361		0.2%		0.0%

				受取協賛金		28,347,221		0.0%		7,182,014		0.0%		0.0%

				受取給付金				0.0%		18,631,066		0.0%		-0.0%

				受取保険金		8,389,093		0.0%		20,827,797		0.0%		-0.0%

				受取地代家賃		39,790,668		0.0%		29,405,074		0.0%		0.0%

				店舗閉鎖損失引当金戻入益		3,024,900		0.0%		42,842,250		0.1%		-0.1%

				その他の営業外収益		129,591,887		0.2%		103,524,768		0.1%		0.0%

				その他特別利益		831,033		0.0%		150,684,029		0.2%		-0.2%

				負ののれん償却額				0.0%		0		0.0%		0.0%

				その他の営業収益-IFRS		209,974,802		0.2%		373,096,998		0.5%		-0.2%

				固定資産除却損（営業外）		189,939,267		0.2%		63,302,783		0.1%		0.1%

				固定資産売却損(特別)		1,891,623		0.0%		5,436,180		0.0%		-0.0%

				固定資産除却損(特別)		15,054,213		0.0%		1,613,675		0.0%		0.0%

				その他の営業外費用		81,259,435		0.1%		30,858,047		0.0%		0.1%

				その他特別損失		2,214,338		0.0%		81,321,995		0.1%		-0.1%

				その他の営業費用-IFRS		290,358,876		0.3%		182,532,680		0.2%		0.1%

				営業利益-IFRS		6,126,916,592		7.2%		6,984,565,061		9.1%		-1.9%

				受取利息		111,269,374		0.1%		132,166,662		0.2%		-0.0%

				受取配当金		0		0.0%		1,082,988		0.0%		-0.0%

				為替差益		102,406,861		0.1%		25,243,762		0.0%		0.1%

				貸倒引当金戻入額		861,068		0.0%		395,123		0.0%		0.0%

				金融収益-IFRS		214,537,303		0.3%		158,888,535		0.2%		0.0%

				支払手数料（営業外）		176,301		0.0%				0.0%		0.0%

				支払利息及び割引料		204,439,312		0.2%		209,738,516		0.3%		-0.0%

				投資有証評価損(特別)				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替差損		0		0.0%		0		0.0%		0.0%

				貸倒引当金繰入額(営業外)				0.0%		16,933		0.0%		-0.0%

				金融費用-IFRS		204,615,613		0.2%		209,755,449		0.3%		-0.0%

				金融収益・費用純額-IFRS		9,921,690		0.0%		(50,866,914)		-0.1%		0.1%

				持分法による投資利益		0		0.0%		32,780,539		0.0%		-0.0%

				持分法による投資損失		45,923,735		0.1%		0		0.0%		0.1%

				持分法による投資損益-IFRS		(45,923,735)		-0.1%		32,780,539		0.0%		-0.1%

				税引前利益-IFRS		6,090,914,547		7.2%		6,966,478,686		9.1%		-1.9%

				法人税、住民税及び事業税		2,268,587,516		2.7%		2,404,932,387		3.1%		-0.5%

				法人税等調整額		(168,234,397)		-0.2%		(125,953,201)		-0.2%		-0.0%

				法人所得税費用-IFRS		2,100,353,119		2.5%		2,278,979,186		3.0%		-0.5%

				当期利益-IFRS		3,990,561,428		4.7%		4,687,499,500		6.1%		-1.4%

				少数株主損益		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				少数株主損益(控除)		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				当期利益(計)		3,976,600,697		4.7%		4,703,918,074		6.2%		-1.5%

				少数株主損益(加算)		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				少数株主損益調整前当期純利益2		3,990,561,428		4.7%		4,687,499,500		6.1%		-1.4%

				為替換算調整勘定-期首調整				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定-増減		(24,512,511)		-0.0%		(673,794,264)		-0.9%		0.9%

				為替換算調整勘定-組替調整額				0.0%		(8,967,051)		-0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定-換算調整		190,918,936		0.2%		(222,390,934)		-0.3%		0.5%

				為替換算調整勘定-税効果				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定		166,406,425		0.2%		(905,152,249)		-1.2%		1.4%

				在外営業活動体の換算差額-IFRS		166,406,425		0.2%		(905,152,249)		-1.2%		1.4%

				為替換算調整勘定-持分損益		60,941,835		0.1%		(655,780,616)		-0.9%		0.9%

				持分法適用会社に対する持分相当額		60,941,835		0.1%		(655,780,616)		-0.9%		0.9%

				その他の包括利益合計-IFRS		227,348,260		0.3%		(1,560,932,865)		-2.0%		2.3%

				包括利益-IFRS		4,217,909,688		5.0%		3,126,566,635		4.1%		0.9%

				親会社株主に係る包括利益		4,138,526,729		4.9%		3,251,408,331		4.3%		0.6%

				為替換算調整勘定-少持損益		65,422,228		0.1%		(108,423,122)		-0.1%		0.2%

				少数株主に係る包括利益		79,382,959		0.1%		(124,841,696)		-0.2%		0.3%

				資本剰余金期首残高		4,007,005,257		4.7%		3,946,667,082		5.2%		-0.4%

				資本剰余金期首残高計		4,007,005,257		4.7%		3,946,667,082		5.2%		-0.4%

				新株式発行高		0		0.0%				0.0%		0.0%

				ストックオプション行使		46,021,543		0.1%		61,421,483		0.1%		-0.0%

				子会社増加増加高(CS)		0		0.0%		580,547,721		0.8%		-0.8%

				持分増加増加高(CS)				0.0%		(580,547,721)		-0.8%		0.8%

				資本剰余増加(その他)				0.0%		(7,179,474)		-0.0%		0.0%

				資本剰余金増加額計		46,021,543		0.1%		54,242,009		0.1%		-0.0%

				資本剰余金期末残高計		4,053,026,800		4.8%		4,000,909,091		5.2%		-0.4%

				利益剰余金期首残高		25,668,638,036		30.3%		21,218,844,514		27.8%		2.6%

				利益剰余金期首調整額		144,544,938		0.2%		0		0.0%		0.2%

				利益剰余金期首残高計		25,813,182,974		30.5%		21218844514		27.8%		2.7%

				当期利益計		3,976,600,697		4.7%		4,703,918,074		6.2%		-1.5%

				子会社増加増加高(SS)		0		0.0%		-8607819577		-11.3%		11.3%

				子会社減少増加高(SS)		310		0.0%				0.0%		0.0%

				持分増加増加高(SS)				0.0%		8607819577		11.3%		-11.3%

				利益剰余金増加額計		3,976,601,007		4.7%		4703918074		6.2%		-1.5%

				支払配当金(前期分)		0		0.0%		1		0.0%		-0.0%

				支払配当金(期末)		1,127,884,966		1.3%		1039355784		1.4%		-0.0%

				子会社増加減少高(SS)		0		0.0%				0.0%		0.0%

				子会社減少減少高(SS)		3,106,557		0.0%		0		0.0%		0.0%

				持分減少減少高(SS)		0		0.0%		0		0.0%		0.0%

				利益剰余金減少額計		1,130,991,523		1.3%		1039355785		1.4%		-0.0%

				利益剰余金期末残高計		28,658,792,458		33.9%		24883406803		32.6%		1.3%



























































































































































A	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	0	6.1414073879174302E-2	5.1884232756536808E-2	5.18	84232756536808E-2	5.3728542335630798E-2	5.3728542335630798E-2	0	B	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	6.6298074929537765E-2	4.8840010503634623E-3	9.5298411226374946E-3	2.9795907585764281E-3	1.1352811794824377E-3	1E-3	5.4763246846318239E-2	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	1	





丸亀製麺　販管費

				2017.06		原価率 ゲンカ リツ		人件費率 ジンケンヒ		水道光熱費率 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費率 コウコク センデンヒ		その他経費率 タ ケイヒ		2018.06

				丸亀製麺 マ

				June
2017		COGS ratio		labor cost ratio		utitily cost ratio		Advertising cost ratio		other cost ratio		June
2018

						15.80%		15.10%		15.00%		15.00%		15.20%

				16.10%		0.30%		0.70%		0.10%		0.70%		0.50%		15.20%



				June
2017		COGS ratio		labor cost ratio		utitily cost ratio		Advertising cost ratio		other cost ratio		June
2018

						2.800%		2.100%		2.000%		2.000%		2.200%

				3.100%		0.30%		0.70%		0.10%		0.70%		0.50%		2.200%





				連結 レンケツ

				H29.03		原価 ゲンカ		人件費 ジンケンヒ		水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費 コウコク センデンヒ		その他経費 タ ケイヒ		H30.03

						24.80%		24.80%		25.50%

				26.50%		1.70%		0.70%		0.40%		0.00%		0.30%		24.20%



				H29.03		原価 ゲンカ		人件費 ジンケンヒ		水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費 コウコク センデンヒ		その他経費 タ ケイヒ		H30.03

						-0.200%		-0.200%		0.500%

				1.500%		1.70%		0.70%		0.40%						-0.800%

				Mar
2017		COGS ratio		labor cost ratio		utitily cost ratio		Advertising cost ratio		other cost ratio		Mar
2018						Outsourced expenses cost ratio

				0		150		250		100

				150		100		50		200		100



0	150	250	100	150	100	50	200	100	June	
2017	COGS ratio	labor cost ratio	utitily cost ratio	Advertising cost ratio	other cost ratio	June	
2018	2.7999999999999997E-2	2.0999999999999991E-2	1.999999999999999E-2	1.999999999999999E-2	2.1999999999999992E-2	June	
2017	COGS ratio	labor cost ratio	utitily cost ratio	Advertising cost ratio	other cost ratio	June	
2018	3.1E-2	3.0000000000000001E-3	7.0000000000000001E-3	1E-3	7.0000000000000001E-3	5.0000000000000001E-3	2.1999999999999992E-2	

海外概況

				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				アジア		台湾		出店拡大中		商品・マーケティング施策の強化により、直近では既存店前年比で前年を上回る月もある。経営体制を再整備し、更なる事業拡大に必要な体制を構築中。豚カツ業態も4店舗運営。 ショウヒン シサク キョウカ チョッキン キゾン テン ゼンネン ゼンネン ウワマワ ツキ ケイエイ タイセイ サイセイビ サラ ジギョウ カクダイ ヒツヨウ タイセイ コウチク ナカ		3,200百万 / 390百万  ヒャク マン ヒャクマン

						韓国		収益改善中		2018年に大幅な不採算店舗を閉店したことにより収益基盤が強化。今後は既存店の収益性の強化を図り、全社黒字を目指す。 ネン オオハバ フサイサン テンポ ヘイテン シュウエキ キバン キョウカ コンゴ キゾン テン シュウエキセイ キョウカ ハカ ゼンシャ クロジ メザ		550百万 / 5百万  ヒャク マン ヒャクマン						韓国				2018年に大幅な不採算店舗を閉店したことにより収益基盤が強化。2019年は既存店の収益性の強化を行い、全社黒字を目指す。 ネン オオハバ フサイサン テンポ ヘイテン シュウエキ キバン キョウカ ネン キゾン テン シュウエキセイ キョウカ オコナ ゼンシャ クロジ メザ

						中国		出店拡大中		北京、上海、香港などの大都市での展開に力点をおいて展開中。試験的に地方都市にも出店していたが、日本食に対して市場が未成熟であったこともあり苦戦。不採算店舗は閉鎖し、今後は十分な市場のある大都市にフォーカスする。 ペキン シャンハイ ホンコン ダイトシ テンカイ リキテン テンカイチュウ シケンテキ チホウ トシ シュッテン ニホンショク タイ シジョウ ミセイジュク クセン フサイサン テンポ ヘイサ コンゴ ジュウブン シジョウ ダイトシ								中国				北京、上海、香港などの大都市での展開に力点をおいて展開中。試験的に地方都市にも出店をしていたが、日本食に対して市場が未成熟であったこともあり、不採算店舗は閉鎖し、今後は十分な市場のある大都市にフォーカスする。 ペキン シャンハイ ホンコン ダイトシ テンカイ リキテン テンカイチュウ シケンテキ チホウ トシ シュッテン ニホンショク タイ シジョウ ミセイジュク フサイサン テンポ ヘイサ コンゴ ジュウブン シジョウ ダイトシ

						香港（雲南） ホンコン ウンナン				現在「譚仔雲南米線」「譚仔三哥米線」を計105店舗(12月末現在)を展開。香港で雲南ヌードル業態のシェアは7割と圧倒的なブランド力を誇る。
2社を統合管理するCEO、CFOをはじめ、マネジメント層を採用し 　グループ会社としてのガバナンス強化および更なる成長を実現する 　ための経営強化を図っている 。
現在はトリドールHDと協力しながらさらなるブランド強化のための施策やノウハウの伝承を実施中。将来的には、香港国内において150～160店舗体制を目指す。 ガツマツ リョク シサク デンショウ ジッシ チュウ タイセイ		3390百万 / 560百万  ヒャク マン ヒャクマン										2社を統合管理するCEO、CFOをはじめ、マネジメント層を採用し 　グループ会社としてのガバナンス強化および更なる成長を実現する 　ための経営強化を図っている 

				東南アジア トウナン		タイ 		収益改善中		店舗段階のEBITDAが平均で15%前後、25％前後の店舗が多数あり比較的堅調に推移している。不採算店舗の整理や本部費の合理化を図り、収益強化を図っている。								タイ 				店舗段階のEBITDAが平均で15%前後、25％前後の店舗が多数あり比較的堅調に推移している。不採算店舗の整理や本部費の合理化を図り、収益強化を図っている。 テンポ ダンカイ ヘイキン ゼンゴ ゼンゴ テンポ タスウ ヒカクテキ ケンチョウ スイイ フサイサン テンポ セイリ ホンブ ヒ ゴウリカ ハカ シュウエキ キョウカ ハカ

						インドネシア		出店拡大中		ジャカルタにおける主要モールを中心に丸亀製麺を展開すると共に、更なる拡大を狙い地方都市での拡大を図っている。顧客層の拡大も視野に入れたエクスプレス店の導入も検討中で、2025年までに100店舗展開を目指す。 コキャクソウ カクダイ シヤ イ テン ドウニュウ ケントウチュウ ネン テンポ テンカイ メザ				 				インドネシア				ジャカルタにおける主要モールを中心に丸亀製麺を展開すると共に、更なる拡大を狙い地方都市での拡大を図っている。顧客層の拡大も視野に入れたエクスプレス店の導入も検討中で、2025年までに100店舗展開を目指す。 コキャクソウ カクダイ シヤ イ テン ドウニュウ ケントウチュウ ネン テンポ テンカイ メザ

						ベトナム		収益改善中		ホーチミンの既存店の収益性向上に向け注力。実験店舗にて様々な施策を実施し、横展開を進める。加えて、ハノイ、ハイフォンなどの北部地域でサブフランチャイズでの出店を予定。 キゾン テン シュウエキセイ コウジョウ ム チュウ チカラ ジッケン テンポ サマザマ シサク ジッシ ヨコ テンカイ スス クワ ホクブ チイキ シュッテン ヨテイ								ベトナム				2019年はホーチミンの既存店の収益性の改善に力を入れる。実験店舗を導入し、様々な施策を実施、横展開を進めていく。加えて、ハノイ、ハイフォンといった北部地域でサブフランチャイズにて2-3店舗の出店を予定。 ネン キゾン テン シュウエキセイ カイゼン チカラ イ ジッケン テンポ ドウニュウ サマザマ シサク ジッシ ヨコ テンカイ スス クワ ホクブ チイキ テンポ シュッテン ヨテイ



				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				東南アジア トウナン		カンボジア		収益改善中		既存レギュラー店の収益が向上し、前年比で約110％の伸びを示している。直営店に加え、フランチャイズ加盟店の出店立地も確定しており、プノンペンにおける更なる展開が予定されている。郊外向けの新業態（丸亀製麺）も展開しており、より広範囲に展開できるよう模索中。		80百万 / △21百万  ヒャク マン ヒャクマン						カンボジア				既存レギュラー店の収益が向上し、前年比で約110％の伸びを示している。直営店に加え、フランチャイズ加盟店の出店立地も確定しており、プノンペンにおける更なる展開が予定されている。郊外向けの新業態（丸亀製麺）も展開しており、より広範囲に展開できるよう模索中。 キゾン テン シュウエキ コウジョウ ゼンネンヒ ヤク ノ シメ チョクエイ テン クワ カメイ テン シュッテン リッチ カクテイ サラ テンカイ ヨテイ コウガイ ム シンギョウタイ マルガメ セイメン テンカイ コウハンイ テンカイ モサクチュウ

						マレーシア
（ Boat Noodle 、他） ホカ		出店拡大中		主力業態であるBoatNoodleに力点を置いて展開中。マレーシア国内でBoatNoodleのみで50店舗（過去2年間で約40店舗の開店）を展開しており、現地で認知度の高いブランドとして成長している。
店舗段階のみならず、全社でもEBITDA20%を超える好業績で、今後の更なる発展が期待される。国外の展開も進み、ブルネイ、ミャンマー、インドネシア、シンガポールに出店済み。更なる進出に向けて取り組み中。								マレーシア
（ Boat Noodle 、他） ホカ				主力業態であるBoatNoodleに力点を置いて展開中。マレーシア国内でBoatNoodleのみで50店舗（過去2年間で約40店舗の開店）を展開しており、現地で認知度の高いブランドとして成長している。
店舗段階のみならず、全社でもEBITDA20%を超える好業績で、今後の更なる発展が期待される。国外の展開も進み、ブルネイ、ミャンマー、インドネシア、シンガポールに出店済み、更なる進出に向けて取り組み中。 シュリョク ギョウタイ リキテン オ テンカイチュウ コクナイ テンポ カコ ネンカン ヤク テンポ カイテン テンカイ ゲンチ ニンチド タカ セイチョウ テンポ ダンカイ ゼンシャ コ コウギョウセキ コンゴ サラ ハッテン キタイ コクガイ テンカイ スス シュッテン ズ サラ シンシュツ ム ト ク チュウ

						フィリピン				フランチャイズとして丸亀製麺１号店を2017年8月、2号店を2018年2月、3号店を同年8月、4号店を11月にをオープンしたが、いずれも好業績を維持。
今後は更なる拡大を狙いマニラ地域での出店を加速していく予定。 ゴウテン ネン ガツ ゴウ テン ドウ ネン ガツ ス ギョウセキ イジ コンゴ								フィリピン				2018年11月に4号店をオープンしたが、どの店舗も業績好調で年換算1,000万円以上の売上を誇る。2019年は更なる拡大を狙いマニラ地域での出店を加速していく予定。4月以降の出店攻勢で年間7店舗出店を目指す。 ネン ガツ ゴウテン テンポ ギョウセキ コウチョウ トシ カンサン マンエンイジョウ ウリアゲ ホコ ネン サラ カクダイ ネラ チイキ シュッテン カソク ヨテイ ガツ イコウ シュッテン コウセイ ネンカン テンポ シュッテン メザ

						ミャンマー
（Boat Noodle）				現地飲食最大手のYKKO社と合弁会社を設立し、２０１７年１０月よりBoatNoodle業態をフランチャイズで展開。これまでミャンマーにはないオシャレな空間と食事を楽しめるお店として受け入れられ、賑わいを見せている。現状、２店舗のオープンを目指している。								ミャンマー
（Boat Noodle）				現地飲食最大手のYKKO社と合弁会社を設立し、２０１７年１０月よりBoatNoodle業態をフランチャイズで展開。これまでミャンマーにはないオシャレな空間と食事を楽しめるお店として受け入れられ、賑わいを見せている。現状、２店舗のオープンを目指している。 カイシャ ゲンジョウ

						シンガポール
（丸亀製麺） マ				中国合弁を介してシンガポールにて3店舗出店。賃料は高いものの、認知拡大を目的に代表的なモールへ出店をしている。認知浸透と共に収益性も向上しており、当面は3店舗に集中して足場を固める方針。 リョウ セイ								シンガポール
（丸亀製麺） マ				中国合弁を介してシンガポールにて3店舗出店。家賃は高いものの、認知拡大を目的に代表的なモールへの出店をしている。認知浸透と共に収益も向上しており、当面は3店舗に集中して足場を固める方針。 チュウゴク ゴウベン カイ テンポ シュッテン ヤチン タカ ニンチ カクダイ モクテキ ダイヒョウテキ シュッテン ニンチ シントウ トモ シュウエキ コウジョウ トウメン テンポ シュウチュウ アシバ カタ ホウシン

						シンガポール
（MONSTER CURRY）				シンガポール国内で11店舗を展開中（2018年12月末現在）。シンガポールの日本式カレー市場で圧倒的なシェアNO.1を獲得している。
現在はトリドールHDと協働しながら、さらなる強みの強化とトリードールHDが所有する店舗運営ノウハウの継承を実施中。今後は、シンガポールの日本式カレー市場におけるポジショニングをさらに強化し、2025年までに20店体制を目指す。 コンゴ タイセイ メザ								シンガポール
（MONSTER CURRY）				現在、モンスターカレーはシンガポール国内で11店舗を展開中（2018年12月末現在）。「モンスターカレー」はシンガポールの日本式カレー市場で圧倒的なシェアNO.1を獲得している。現在はトリドールHDと協働しながら、さらなるモンスターカレーの強みの強化とトリードールが所有する店舗運営のノウハウの継承を実施中。これらを組み合わせることで、シンガポールの日本式カレー市場におけるモンスターカレーのポジショニングをさらに強化し、2025年までに20店に増やす。 ゲンザイ コクナイ テンポ テンカイチュウ ネン ガツ マツ ゲンザイ シジョウ ゲンザイ キョウドウ ツヨ キョウカ ショユウ ケイショウ ジッシチュウ ク ア ニホンシキ シジョウ キョウカ



				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				アメリカ		TDC（Tokyo Ｔable) 		－		1号店アーバイン店は世界でも上位の高い売上を堅持し、安定的な黒字体質。
2号店アルハンブラ店を業態転換した”日本の洋食”を軸にした新業態"Saly papa"は客数は確保するも客単価の向上に苦戦。		780百万 / △280百万  ヒャク マン ヒャクマン						TDC（Tokyo Ｔable) 		－		1号店アーバイン店は世界でも上位の高い売上を堅持し、安定的な黒字体質。2号店アルハンブラ店を業態転換した”日本の洋食”を軸にした新業態"Saly papa"は客数は確保するも客単価の向上に苦戦。撤退の方向性で検討をしている ケンジ アンテイテキ クロジタイシツ ギョウタイ テンカン シン キャクスウ カクホ キャクタンカ コウジョウ クセン テッタイ ホウコウセイ ケントウ

						丸亀製麺		本土一号店出店		ハワイWaikikki店は依然好調を維持　世界トップの売上を誇る（最高日商も更新）。
2017年9月にオープンしたロサンゼルス・Sawtelle店、2018年1月にオープンのサンフランシスコ・Stonestown店はさらなる改善が進み、売上が伸張。3号店がLA・ビバリーヒルズ店舗はモールの集客が鈍化しており店舗モデルの構築に苦戦。また、2018年12月に4号店がグレンデールにオープンし、米国では初の丸亀フードコートモデルの構築に取り組んでいる。 ネン ガツ		ハワイ
830百万 / 120百万
本土：軽微                  ホンド ケイビ						丸亀製麺		本土一号店出店		ハワイWaikikki店は依然好調を維持　世界トップの売上を誇る（最高日商も更新）。
2017年9月にオープンしたロサンゼルス・Sawtelle店、2018年1月にオープンのサンフランシスコ・Stonestown店はさらなる改善が進み、売上が伸張。3号店がLA・ビバリーヒルズ店舗はモールの集客が鈍化しており店舗モデルの構築に苦戦。また4号店のグレンデールがオープンし、米国では初の丸亀フードコートモデルの構築に取り組む サイコウ ニッショウ コウシン テン テン カイゼン スス ウリアゲ シンチョウ テンポ シュウキャク ドンカ テンポ コウチク クセン ゴウテン ベイコク ハツ マルガメ コウチク ト ク

						CRACKIN’KITCHEN		出店準備中		ハワイ店は依然好調を維持　世界１、２位の売上を誇る。2018年3月LAに本土１号店メニュー改善やマーケ施策が結果に結びつかず、閉店。		590百万 / 70百万  ヒャク マン ヒャクマン						CRACKIN’KITCHEN		出店準備中		ハワイ店は依然好調を維持　世界１、２位の売上を誇る。2018年3月LAに本土１号店メニュー改善やマーケ施策が結果に結びつかず、閉店 テン ネン ホンド ゴウテン カイゼン シサク ケッカ ムス ヘイテン

						POKE				2018年8月に出資を完了し提携開始。10-12月にかけて積極的に新店をオープンし、現在は32店舗体制に。2019年も約30店舗(すべてFC)の出店を計画中。品質保証や購買面で、トリドールHDのノウハウ移管を検討している。 タイセイ								POKE				2018年8月に出資を完了し提携開始。10-12月にかけて積極的に新店をオープンし、現在は30店舗強に。2019年も約30店舗(すべてFC)の積極出店を計画中。品質保証や購買面で、トリドールHDのノウハウ移管を検討している ネン ガツ シュッシ カンリョウ テイケイ カイシ セッキョクテキ ゲンザイ テンポ キョウ セッキョク シュッテン ケイカクチュウ ケントウ

				イギリス		Shoryu		出店拡大中		引き続きロンドンでのドミナント展開を進める。唯一の郊外店であるマンチェスター店とオクスフォード店は賃料や物流費などのコストカットを実施中。
単価を抑えたラーメンのほか、焼きそば・カツカレーなどの新メニューを導入。また、グデタマなどキャラクターを使用した販促のほか、店外からの視認性を高める施策など、集客に向けた取り組みも実施しており、全体として成果が出ている。								Shoryu				引き続きロンドンでのドミナント展開を進める。唯一の郊外店であるマンチェスター店とオクスフォード店は賃料や物流費などのコストカットを実施中。
商品は単価を抑えたラーメンや、グデタマなどキャラクターを使用した販促、焼きそばやカツカレーなどの新メニューを導入。店外からの視認性を高める施策など、集客に向けた取り組みも実施しており、全体として成果が出ている。 テンカイ ユイイツ コウガイ テン テン テン チンリョウ ブツリュウ ヒ ジッシ チュウ ショウヒン タンカ オサ シヨウ ハンソク ヤ シン ドウニュウ テン ガイ シニンセイ タカ シサク シュウキャク ム ト ク ジッシ ゼンタイ セイカ デ

				ロシア		丸亀製麺		収益改善中		2020年12月期より、合弁を解消し、全店FC化。これにより資金の外部調達も可能になり、モスクワにてFC、サブFC店の展開を画策、積極的な出店と既存店強化を目論む。
今後は、収益拡大とともにこれまで出店のなかった立地への新規出店を行い、店舗数の拡大を予定している。						ロシア		丸亀製麺		収益改善中		2020年12月期より、合弁を解消し、全店FC化。これにより資金の外部調達も可能になり、モスクワにてFC、サブFC店の展開を画策、積極的な出店と既存店強化を目論む。今後は、収益拡大とともに、ロシアにおけるTier oneモールからの誘いもある中で、これまで出店のなかった立地への新規出店を行い、店舗数の拡大を予定している。日本からのサポート方法についても、引き続き検討。 ネン ガツキ ゴウベン カイショウ ゼンテン カ シキン ガイブチョウタツ カノウ ミセ テンカイ カクサク セッキョクテキ シュッテン キョウカ モクロ コンゴ シュウエキカクダイ サソ ナカ シュッテン リッチ シンキ シュッテン オコナ テンポスウ カクダイ ヨテイ ニホン ホウホウ ヒ ツヅ ケントウ

				その他 タ		ＷＯＫ ＴＯ ＷＡＬＫ		出店拡大中		フランスにおける大型契約を含む複数のフランチャイジーが存在することにより、フランチャイズビジネスは堅調に推移し、順調に店舗数を拡大している。
苦戦中の米国での直営店は具材やオペレーションの見直しを行った。		軽微 ケイビ						ＷＯＫ ＴＯ ＷＡＬＫ				フランスにおける大型契約を含む複数のフランチャイジーが存在することにより、フランチャイズビジネスは堅調に推移し、順調に店舗数を拡大している。
苦戦中の米国での直営店は具材やオペレーションの見直しを行った。 ソンザイ ケンチョウ スイイ ジュンチョウ テンポ スウ カクダイ クセン チュウ ベイコク チョクエイテン グザイ ミナオ オコナ



				Area		Country/Brand		Status		Outline		PL Contribution (last year)
Sales / Segment profit

				Asia		Taiwan (ROC)		出店拡大中		Improves personnel system for staff sufficiency. Opening new stores. Operating 4 Tonkatsu stores.		3,200 mil. / 390 mil.

						S. Korea		収益改善中		Main stores keep good. Opening new stores.		350mil. / 5mil.

						China (PRC)		出店拡大中		Keeps good. Sales in coast cities (e.g., Shanghai) are nice. Currently 85 stores. "Hakatan-maru" ramen brand develops.

						Hong Kong (Yunnan)				Grouped in Feb-2018. Currently operating "Tam Chai Yunnan Noodle" and "TamJai SamGor Rice Noodle" stores (109 in total). 70% market share of Yunnan Noodle in Hong Kong. To open new stores in Hong Kong.		3390mil. / 560mil.

						Thailand		収益改善中		Management enhancement brings big profit improvement through 1) profit improvement of Existing Stores, 2) development of small stores (good sales with low initial costs), and 3) customization of HQ costs. To keep stable profits.

						Indonesia		出店拡大中		Develops Marugameseimen stores mainly in major Shopping Centers in Jakarta. Also examines other big cities. Marugame Seimen brand is Halal approved, and popular among local Muslims.				 

						Vietnam		Profit being improved		Saves opening stores in 2017 for yearly profit by improving organization system and management system.  To achieve monthly profits. Examines sub-franchising for further business expansion.

						Cambodia		Profit being improved		Sales of Existing Stores improved a lot. Portable stall type stores (with small initial costs) contribute to profit.  Launches new brand for casual Japanese foods in Feb. 2018, targeting wider range of market.		80mil. / △21mil.

						Malaysia
(Boat Noodle, Others)		Opening new stores		Operating approx. 70 stores of "Boat Noodle" and "CillCill" brands. Expanding with profits. Accelerating franchising in other countries such as Brunei, Indonesia, Myanmar and Singapore. Planning to expand to other countries.

						Philippines				Opens 1st Marugameseimen store in Aug-2017 and 2nd in Feb-2018 (both FC). Keep good. 4 more stores scheduled. Swift business expansion expected.

						Myanmar
(Boat Noodles)				Establishes JV company with YKKO (biggest local restaurant company), and franchises Boat Noodle brand since Oct. 2017. Widely accepted as uniquely fashionable restaurant with fun to eat. 2nd store to open.



				Area		Country/Brand		Status		Outline		PL Contribution (last year)
Sales / Segment profit

				USA		TDC (Tokyo Table)		New store to open		1st store in Irvine keeps good. One of world top sales/profits stores in Toridoll Group, whereas 2nd store in Alhambra is in tough. To change to "Western Japanese" like brand for profit improvement.		780mil. / △28mil.0 

						Marugame Seimen		New store to open		Waikiki Shop keeps good. World top 1-2 sales in Toridoll Group.  1st store in mainland opened in Sawtelle, LA in Sep. 2017.  2nd store in Stonestown, SF started with good launch in Jan. 2018 (same sales level as Waikiki Shop for the first weekend).  3rd store in Shopping Center around Beverly Hills to open.		Hawaii
830mil. / 120mil.
Main Land：small                 

						CRACKIN'KITCHEN		New store to open		Keeps good. World Top 1-2 sales in Toridoll Group.  Opens 1st in mainland store in LA in Mar. 2018.		140mil. / 5mil. 

				UK		Sakagura		-		Opens 1st store in November 2016. Introduced collaboration menus between Bent Box and Shoryu Ramen, and charbroil steaks and tempuras. Lava Plate stake from 2018 beginning becomes popular. Lower pricing contributes guest count (wider customer range) and sales. Keeps marketing measures (e.g.,  via SNS, Restaurant Week and Japanese Sake events) for brand awareness .

						Shoryu		Opening new stores		Some stores are in top sales group. Strategic dominance in London. Local cities to be only in Manchester and  Oxford. To improve profitability. New stores being prepared.

				Italy		Tokyo Table, Others		-		Opens "Bottega del Ramen" in Feb. and "Tokyo Table" in Mar, 2017.  "Bottega del Ramen" achieved monthly profit. "Tokyo table" marks record high in monthly sales for consecutive 2 months. Still not profit for whole business unit, and more sales necessary. Both stores to introduce new menus for summer. Expanding sales by delivery through Uber-eat and Deliveroo.		small

				Russia		Marugame Seimen				4 direct-operation stores and 3 FC stores in Moscow. Achieved all stores in the black. To develop more stores (especially in food court) as well as keeping stable profits.

				Others		WOK TO WALK		Opening new stores		Store aggressively expanding to 93 (including 3 direct-operation stores in US) after grouped. FC contracts in India, Israel, and newly Malta and Oman. Opens 1st direct-operation store In US in Feb, 2nd in Jul and 3rd store in Dec. 2017. Exploring other counties for FCs.		small





M&A　PMI

				ブランド		概要 ガイヨウ		PMIの状況 ジョウキョウ

				晩杯屋 バ		大衆酒場「晩杯屋」等を東京都内で運営するアクティブソース社の株式を取得（80.3%）しグループ会社化		・モデル店舗における丸亀製麺のノウハウを生かしたオペレーションの改善
・パート・アルバイト採用強化の仕組み導入、社内独立制度を含めた新人事制度の構築
・採用費や消耗品費など、グループ単価を採用することによる経費削減
・店舗タイプ別のスクリーニング要件、出店計画の策定、物件取得サポートの実施 フク シン ジンジ セイド コウチク ブッケン シュトク ジッシ				募集10人→100人規模に
物件情報が豊富　出店の精度が向上　投資検証表の活用など ボシュウ ニン ニン キボ ブッケン ジョウホウ ホウフ シュッテン セイド コウジョウ トウシ ケンショウ ヒョウ カツヨウ

				ずんどう屋 ヤ		主に関西において、とんこつラーメン店の「ずんどう屋」を運営するZUND社の株式を取得（80%）しグループ会社化		・モデル店舗におけるコンセプトのブラッシュアップと丸亀製麺のノウハウを生かしたオペレーションの改善
・当社ノウハウを活用した、採用における掲載媒体最適化の仕組み導入
・採用費や消耗品費など、グループ単価を採用することによる経費削減
・当社新店開発部による勝ちパターンの分析、優先出店エリアの決定　
・人事制度（賞与制度等）の再構築 トウ シャ

				「譚仔雲南米線」/「譚仔三哥米線」		スパイシー麺の人気チェーン店「譚仔雲南米線」および「譚仔三哥米線」の運営会社の株式をそれぞれ100%取得		・グループ会社としてのガバナンス強化及びトップマネジメント採用等、 　更なる成長を実現するための経営強化
・店舗、セントラルキッチンおよびバックオフィスにおける業務の整備
・華南地域を中心とした中国全土進出についても初期調査を開始







				Area		Country/Brand		Outline













BS

				連結BS (IFRS) レンケツ

						当期 トウ キ				前期末 ゼンキ マツ

						金額 キンガク		構成比 コウセイヒ		金額 キンガク		構成比 コウセイヒ		増減 ゾウゲン

				資産合計 シサン ゴウケイ		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103

				流動資産 リュウドウ シサン		29,966		14.8%		21,752		18.5%		8,214

				非流動資産 ヒ リュウドウ シサン		173,713		85.6%		96,081		81.5%		77,632

				負債資本合計 フサイ シホン ゴウケイ		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103

				負債合計 フサイ ゴウケイ		168,983		83.3%		82,830		70.3%		86,153

				（うち、有利子負債） ユウ リシ フサイ		145,770		71.8%		62,674		53.2%		83,096

				流動負債 リュウドウ フサイ		43,204		21.3%		25,953		22.0%		17,251

				非流動負債 ヒ リュウドウ フサイ		125,144		61.7%		56,878		48.3%		68,266

				資本合計 シホン ゴウケイ		35,332		17.4%		35,003		29.7%		329						※値張り アタイ バ

				（うち、親会社の所有者） オヤガイシャ ショユウシャ		34,305		16.9%		33,979		28.8%		326						※値張り アタイ バ



				ネット有利子負債/調整後EBITDA ユウ リシ フサイ チョウセイ ゴ		9.4				3.9				-				調整後EBITDA		15,560		9.4







				Consolidated BS (IFRS)										(unit: Million yen)

						This period				End of previous year

						Amount		Ratio		Amount		Ratio		Difference

				Total assets		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103						Including interest-bearing liabilities 

				Current assets		29,966		14.8%		21,752		18.5%		8,214						bearingの bと eの間のスペースを消してください

				Non-current assets		173,713		85.6%		96,081		81.5%		77,632						その下のliabilites、attributable にも不必要なスペースが見える気が

				Total liabilities and equity		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103						するのですが大丈夫でしょうか

				Liabilities		168,983		83.3%		82,830		70.3%		86,153

				(Including interest-bearing liabilities)		145,770		71.8%		62,674		53.2%		83,096

				Current liabilities		43,204		21.3%		25,953		22.0%		17,251

				Non-current liabilities		125,144		61.7%		56,878		48.3%		68,266

				Total equity		35,332		17.4%		35,003		29.7%		329

				(Equity attributable to 
owners of  the parent)		34,305		16.9%		33,979		28.8%		326



				Net interest-bearing liabilities / Adjusted EBITDA 		9.4				3.9				-



















































CF

						連結CF (IFRS) レンケツ

								当期 トウ キ		前年同期 ゼンネン ドウキ		増減 ゾウゲン

						営業活動による
キャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		15,517		4,402		11,115

						投資活動による
キャッシュ・フロー トウシ カツドウ		△ 6,283		△ 6,973		690

						財務活動による
キャッシュ・フロー ザイム カツドウ		△ 1,676		368		△ 2,044

						現金および現金同等物の
期末残高 ゲンキン ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		21,716		12,671		9,045







						Consolidated CF (IFRS)						(unit: Million yen)

								This period		Previous period		Difference								異なるフォントとサイズの混在

						Cash flows from operating activities		15,517		4,402		11,115								Cash flows from operating activities

						Cash flows from investing activities		△ 6,283		△ 6,973		690								Cash flows from investing activities

						Cash flows from financing activities		△ 1,676		368		△ 2,044								Cash flows from financing activities

						Cash and cash equivalents at the end of the period		21,716		12,671		9,045								Cash and cash equivalents at the end of the period





業績予想



				連結PL (IFRS) レンケツ

						2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ								下期修正予算 シモキ シュウセイ ヨサン

						連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ		連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		159,060		100.0%		145,022		100.0%		109.7%								丸亀製麺 マルガメ セイメン		カフェ		豚屋とん一 ブタ ヤ イチ		海外事業 カイガイ ジギョウ

				事業利益 ジギョウ リエキ		9,572		6.0%		7,270		5.0%		131.7%								48,697		3,230		2,038		16,574

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		29,640		18.6%		12,402		8.6%		239.0%								6,716		37		18		1,909

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,689		4.2%		2,302		1.6%		290.6%

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		5,266		3.3%		1,337		0.9%		393.9%								通期修正予算 ツウキ シュウセイ ヨサン

				当期利益 トウキ リエキ		2,704		1.7%		221		0.2%		1223.5%								97,880		5,825		3,865		33,294

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		2,610		1.6%		267		0.2%		977.5%								14,548		153		73		4,261



				丸亀製麺セグメントPL マルガメ セイメン		2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		97,880		100.0%		89,944		100.0%		108.8%

				セグメント利益 リエキ		14,408		14.7%		12,438		13.8%		115.8%



				海外事業セグメントPL		2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		33,294		100.0%		30,242		100.0%		110.1%

				セグメント利益 リエキ		4,261		12.8%		3,258		10.8%		130.8%









				Consolidated PL (IFRS)

						FY 2018				FY 2017				YoY

						連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ		連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ

				Revenue		159,060		100.0%		145,022		100.0%		109.7%

				Contribution margin		9,572		6.0%		7,270		5.0%		131.7%

				Adjusted EBITDA		29,640		18.6%		12,402		8.6%		239.0%

				Operating profit		6,689		4.2%		2,302		1.6%		290.6%

				Profit before tax		5,266		3.3%		1,337		0.9%		393.9%

				Profit for the year		2,704		1.7%		221		0.2%		1223.5%

				Profit for the year attributable to owners of the parent		2,610		1.6%		267		0.2%		977.5%



				Marugame Seimen
segment		FY 2018				FY 2017				YoY

				Revenue		97,880		100.0%		89,944		100.0%		108.8%								Segment profit

				Segment profit 		14,408		14.7%		12,438		13.8%		115.8%								Ratio to prev. period = YoY



				Overseas segment		FY 2018				FY 2017				YoY

				Revenue		33,294		100.0%		30,242		100.0%		110.1%

				Segment profit 		4,261		12.8%		3,258		10.8%		130.8%

























業績予想（詳細）



				連結PL (IFRS) レンケツ																																修正 シュウセイ		年初予算 ネンショ ヨサン

						上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ						上期計画 カミキ ケイカク		当初計画 トウショ ケイカク		売上収益 ウリア シュウエキ		56,195		56,195

作成者: 開示用の数字丸め有り

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								売上原価 ウリアゲ ゲンカ		14,451		14,572

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		80,017		100.0%				79,042		100.0%		79,042		100.0%		0				159,060		100.0%		→値張り注意 アタイ バ チュウイ		53,465				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		41,744		41,623

作成者: 開示用の数字丸め有り


				事業利益 ジギョウ リエキ		5,840		7.3%				3,732		4.7%		3,732		4.7%		0				9,572		6.0%

				営業利益 エイギョウ リエキ		5,084		6.4%				1,605		2.0%		2,105		2.7%		△ 500				6,689		4.2%				4,400				人件費　　計 ジンケンヒ ケイ		16,774		16,908

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		4,100		5.1%				1,166		1.5%		1,766		2.2%		△ 600				5,266		3.3%				4,120				水光熱費　計 スイ コウネツヒ ケイ		3,689		3,589

				当期利益 トウキ リエキ		2,601		3.3%				103		0.1%		703		0.9%		△ 600				2,704		1.7%				2,690				地代家賃		5,699		5,826

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		2,569		3.2%				41		0.1%		641		0.8%		△ 600				2,610		1.6%				2,681				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		1,957		2,102

																																		その他一般管理費計 タ イッパン カンリヒ ケイ		8,048		7,851

				丸亀製麺セグメント マルガメ セイメン		上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ										販売費及び一般管理費合計		36,167		36,276

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								減損損失 ゲンソン ソンシツ		1,218		1,030

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%				48,697		100.0%		46,905		100.0%		1,792				97,880		100.0%				43,559		90,464		その他の営業収入 タ エイギョウ シュウニュウ		117		261

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%				6,576		13.5%		6,182		13.2%		394				14,408		14.7%				7,023		13,205		その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		41		150

作成者: 開示用の数字丸め有り


				海外事業セグメント カイガイ ジギョウ		上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ										営業利益（損失）		4,430		4,430

作成者: 開示用の数字丸め有り


						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								調整後EBITDA チョウセイゴ		7,681		7,449

作成者: 開示用の数字丸め有り


				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%				16,574		100.0%		16,518		100.0%		56				33,294		100.0%				3458				金融収益 キンユウ シュウエキ		109		86

作成者: 開示用の数字丸め有り


				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%				1,909		11.5%		1,900		11.5%		9				4,261		12.8%				271				金融費用 キンユウ ヒヨウ		123		29

作成者: 開示用の数字丸め有り


																																		経常利益（損失） ケイジョウ リエキ ソンシツ		4,490		4,490

				カフェ事業セグメント ジギョウ		上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		2,595		100.0%				3,230		100.0%		3,041		100.0%		189				5,825		100.0%

				セグメント利益 リエキ		116		4.5%				37		1.2%		△ 16		-		53				153		2.6%





				Consolidated PL (IFRS)																														持分法投資損益 モチブン ホウ トウシ ソンエキ		163		243

						FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017										税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		4,578		4,730

作成者: 開示用の数字丸め有り


						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue								法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		1,626		1,680

作成者: 開示用の数字丸め有り


				Revenue		80,017		100.0%				79,042		100.0%		79,042		100.0%		0				159,060		100.0%								当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,953		3,050

作成者: 開示用の数字丸め有り


				Operating profit		5,084		6.4%				1,605		2.0%		2,105		2.7%		△ 500				6,689		4.2%								親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウ シャ		2,964		3,033

作成者: 開示用の数字丸め有り


																																						

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		Profit before tax		4,100		5.1%				1,166		1.5%		1,766		2.2%		△ 600				5,266		3.3%								非支配持分 ヒ シハイ モチブン		(11)		17

				Profit for the year		2,601		3.3%				103		0.1%		703		0.9%		△ 600				2,704		1.7%

				Profit for the year attributable to owners of the parent		2,569		3.2%				41		0.1%		641		0.8%		△ 600				2,610		1.6%								Profit for the year attributable to owners of the parent 

																																		parents のsはいらないようです

				Marugame Seimen 
segment		FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017

						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue								フォントとフォントサイズの混在

				Revenue		49,183		100.0%				48,697		100.0%		46,905		100.0%		1,792				97,880		100.0%

				Operating profit of 
Marugame Seimen segment		7,832		15.9%				6,576		13.5%		6,182		13.2%		394				14,408		14.7%								Segment profit

				Overseas 
segment		FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017										Ratio to prev. period = YoY

						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue

				Revenue		16,720		100.0%				16,574		100.0%		16,518		100.0%		56				33,294		100.0%								% to revenue のeの切り方がおかしいので

				Operating profit of 
Marugame Seimen segment		2,352		14.1%				1,909		11.5%		1,900		11.5%		9				4,261		12.8%								フォントサイズあるいは列の幅を変える必要があります





































出店計画

																										AS

								出店		退店		2020年
3月末 ネン ガツ マツ		投資額
（概算　百万円） トウシ ガク ガイサン ヒャクマンエン				2019年
3月 ネン ガツ														2020年3月期 ネン ガツキ		2021年3月期 ネン ガツキ		2022年3月期 ネン ガツキ		2023年3月期 ネン ガツキ		2024年3月期 ネン ガツキ

																										出店 シュッテン		小 ショウ				2		7		8		8		8

				国内 コクナイ				76		15		1,164		5,376				1,103										大 ダイ				1		6		6		7		7

						丸亀製麺		32		5		844		2,240				817										計 ケイ				3		13		14		15		15

						とん一 イチ		3		2		54		97				53								退店 タイ テン		小 ショウ				0		1		1		1		1

						カフェ		10		0		39		1,500				29										大 ダイ				0		0		0		0		0

						晩杯屋 バ		3		0		52		70				49										計 ケイ				0		1		1		1		1

						ずんどう屋 ヤ		3		0		48		191				45								純増 ジュン ゾウ		小 ショウ				2		6		7		7		7

						その他 タ		25		8		127		1,278				110										大 ダイ				1		6		6		7		7

				海外 カイガイ				145		24		696		1,940				575										計 ケイ				3		12		13		14		14

						連結子会社 レンケツ コガイシャ		69		12		229		1,850				172

						持分法適用会社 モチブン ホウ テキヨウ カイシャ		52		12		247		90				207								ずんどう屋 ヤ

						純粋ＦＣ ジュンスイ		24		0		220		0				196										Year0		Year1		Year2		Year3

				合 計 ゴウ ケイ				221		39		1,860		7,316				1,678										2019/03期 キ		2020/03期 キ		2021/03期 キ		2022/03期 キ

																										出店数 シュッテン スウ		9		3		10		10

						※その他　の内訳 タ ウチワケ																				退店数 タイ テン スウ		0		0		0		0

																										店舗数 テンポスウ		45		48		58		68













								Open		Close		2020
Mar						2019
Mar



				Domestic				76		15		1,164		5,376				1,103

						Marugame Seimen		32		5		844		2,240

						Butaya Tonichi （Tonkatsu,tonteki）		3		2		54		97

						Kona's CoffeeRoasted（Cafe）		10		0		39		1,500

						Banpaiya (Standing Bar)		3		0		52		70

						Zundoya (Ramen)		3		0		48		191

						Others		25		8		127		1,278

				Overseas				145		24		696		1,940

						Subsidiaries		69		12		229		1,850

						JVs		52		12		247		90

						FCs		24		0		220		0

				Total				221		39		1,860		7,316



















中期計画

				連結PL (IFRS) レンケツ																						注意！ チュウイ

						2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期								H29.3期 キ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		159,060		100.0%		109.7%		174,683		100.0%		109.8%		200,803		100.0%		115.0%				145,022

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		29,640		18.6%		239.0%		32,373		18.5%		109.2%		36,161		18.0%		111.7%				12,402

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,689		4.2%		290.6%		9,086		5.2%		135.8%		12,045		6.0%		132.6%				2,302

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		5,266		3.3%		393.9%		8,500		4.9%		161.4%		11,481		5.7%		135.1%				1,337

				当期利益 トウキ リエキ		2,704		1.7%		1223.5%		5,615		3.2%		207.7%		7,712		3.8%		137.3%				221

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		2,610		1.6%		977.5%		5,434		3.1%		208.2%		7,488		3.7%		137.8%				267



				丸亀製麺セグメントPL マルガメ セイ メン

				丸亀製麺セグメントPL		2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期								注意！ チュウイ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		97,880		100.0%		108.8%		99,307		100.0%		101.5%		107,694		100.0%		108.4%				89,944

				セグメント利益 リエキ		14,408		14.7%		115.8%		12,817		12.9%		89.0%		14,149		13.1%		110.4%				12,438



				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				海外事業セグメントPL		2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		33,294		100.0%		110.1%		36,604		100.0%		109.9%		41,549		100.0%		113.5%				30,242

				セグメント利益 リエキ		4,261		12.8%		130.8%		4,452		12.2%		104.5%		4,913		11.8%		110.4%				3,258



				出店  シュッテン		221						326						412								退店 タイ テン		30期 キ		31期 キ		32期 キ

				　国内 コクナイ		76						138						199										15		16		16

				　海外 カイガイ		145						188						213										24		26		25

				累計店舗数 ルイケイ テンポ スウ		1,860						2,144						2,515								1,687

				　国内 コクナイ		1,164						1,286						1,469								1,103

				　海外 カイガイ		696						858						1,046								575





















				Consolidated PL (IFRS)

						FY2019						FY2020						FY2021								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		159,060		100.0%		109.7%		174,683		100.0%		109.8%		200,803		100.0%		115.0%				95,587

				Adjusted EBITDA		29,640		18.6%		239.0%		32,373		18.5%		109.2%		36,161		18.0%		111.7%				12,799

				Operating profit		6,689		4.2%		290.6%		9,086		5.2%		135.8%		12,045		6.0%		132.6%				8,733

				Profit before tax		5,266		3.3%		393.9%		8,500		4.9%		161.4%		11,481		5.7%		135.1%				8,117

				Profit for the year		2,704		1.7%		1223.5%		5,615		3.2%		207.7%		7,712		3.8%		137.3%				5,242

				Profit for the year attributable to owners of the parents		2,610		1.6%		977.5%		5,434		3.1%		208.2%		7,488		3.7%		137.8%				5,212



				Ｍａｒｕｇａｍｅｓｅｉｍｅｎ segment

						FY2019						FY2020						FY2021								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		97,880		100.0%		108.8%		99,307		100.0%		101.5%		107,694		100.0%		108.4%				6,255

				segment profit		14,408		14.7%		115.8%		12,817		12.9%		89.0%		14,149		13.1%		110.4%				436





				Overseas segment

						FY2018						FY2019						FY2020								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		33,294		100.0%		110.1%		36,604		100.0%		109.9%		41,549		100.0%		113.5%				6,255

				segment profit		4,261		12.8%		130.8%		4,452		12.2%		104.5%		4,913		11.8%		110.4%				436



				Numbers of opening stores(numbers in overseas）		221				0.0%		326				0.0%		412				0.0%

				Total numbers of stores(numbers of overses)		1,860				0.0%		2,144				0.0%		2,515				0.0%				1,092		246



				Numbers of opening stores(numbers in overseas）

				Total numbers of stores(numbers of overses)





IFRS

		■2015年3月期：IFRS連結業績予想シミュレーション ネン ガツ キ レンケツ ギョウセキ ヨソウ

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		実績 ジッセキ		J-GAAP						IFRS				差異 サイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				0

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,564				営業利益 エイギョウ リエキ		4,177				△ 3,387

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,994				税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		3,602				△ 3,392

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,606				当期利益 トウキ リエキ		1,985				29

								　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,956				△ 650



		↓実績のJ-GAAPとIFRSの差異を元にIFRS予算を試算 ジッセキ サイ モト ヨサン シサン												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		予想 ヨソウ		J-GAAP						IFRS				調整 チョウセイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		84,803				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		84,803				0

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,200				営業利益 エイギョウ リエキ		3,900				△ 3,300

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,928				税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		3,628				△ 3,300

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,132				当期利益 トウキ リエキ		1,762				30

								　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,732				△ 400		※調整 チョウセイ





Sheet4

		連結純損益計算書の差異 レンケツ ジュンソンエキ ケイサンショ サイ

																						（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		日本基準（J-GAAP） ニホン キジュン						①日本基準（J-GAAP）の表示組替 ニホン キジュン ヒョウジ クミカエ						②国際会計基準（IFRS） コクサイ カイケイ キジュン						差異②－① サイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		0

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		0

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		0

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 57,421				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 57,421				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 58,605				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 1,183		※1

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,564				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 1,849				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 2,155				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 306		※2

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		277				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		338				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		324				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		△ 14

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		△ 848				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 342				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 374				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 32

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,994				営業利益 エイギョウ リエキ		5,711				営業利益 エイギョウ リエキ		4,175				営業利益 エイギョウ リエキ		△ 1,536

		特別利益 トクベツ リエキ		172				金融収益 キンユウ シュウエキ		111				金融収益 キンユウ シュウエキ		206				金融収益 キンユウ シュウエキ		95		※3

		特別損失 トクベツ ソンシツ		△ 2,068				金融費用 キンユウ ヒヨウ		△ 646				金融費用 キンユウ ヒヨウ		△ 637				金融費用 キンユウ ヒヨウ		9

		税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		5,098				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 77				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 130				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 53		※4

		法人税等 ホウジンゼイ トウ		△ 2,429				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		5,098				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		3,614				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		△ 1,484

		少数株主調整前当期純利益 ショウスウ カブヌシ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		2,669				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		△ 2,429				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		△ 1,603				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		826		※5

		少数株主損益 ショウスウ カブヌシ ソンエキ		△ 29				当期利益 トウキ リエキ		2,669				当期利益 トウキ リエキ		2,011				当期利益 トウキ リエキ		△ 658

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,640				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		2,640				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,982				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		△ 658

								　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		29				　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		29				　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		0

																				IFRSと日本基準の主な差異 ニホン キジュン オモ サイ

																		※1		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		△ 869		定額法への遡及修正 テイガク ホウ ソキュウ シュウセイ

				日本基準（J-GAAP） ニホン キジュン				国際会計基準（IFRS） コクサイ カイケイ キジュン												租税公課 ソゼイ コウカ		△ 344		法人税等（均等割）より振替 ホウジンゼイ トウ キントウワリ フリカエ

		営業利益 エイギョウ リエキ		売上総利益－販売費及び一般管理費 ウリアゲ ソウリエキ ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				売上総利益－販売費及び一般管理費－減損損失＋その他の営業収益－その他の営業費用 ウリアゲ ソウリエキ ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ ゲンソン ソンシツ タ エイギョウ シュウエキ タ エイギョウ ヒヨウ												その他 タ		30

																				計 ケイ		△ 1,183

		経常利益 ケイジョウ リエキ		営業利益＋営業外収益－営業外費用 エイギョウ リエキ エイギョウガイ シュウエキ エイギョウガイ ヒヨウ				経常利益、特別損益の概念はなく、金融収益、金融費用及び持分法による投資損益以外は、営業利益に加減 ケイジョウ リエキ トクベツ ソンエキ ガイネン キンユウ シュウエキ キンユウ ヒヨウ オヨ モチブンポウ トウシ ソンエキ イガイ エイギョウ リエキ カゲン										※2		減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 251		割引後CFとの比較 ワリビキ アト ヒカク

																				減損損失（のれん） ゲンソン ソンシツ		△ 55		非償却分を減損 ヒ ショウキャク ブン ゲンソン

		金融収益 キンユウ シュウエキ		－				受取利息、為替差益等 ウケトリ リソク カワセ サエキ トウ												計 ケイ		△ 306

		金融費用 キンユウ ヒヨウ		－				支払利息、為替差損等 シハライ リソク カワセ サソン トウ										※3		受取利息 ウケトリ リソク		95		敷金保証金を償却原価に シキキン ホショウキン ショウキャク ゲンカ

																				計 ケイ		95

																		※4		持分法による投資損失 モチブンポウ トウシ ソンシツ		△ 86		全ての共同支配企業を持分法適用に スベ キョウドウ シハイ キギョウ モチブンポウ テキヨウ

																				持分法による投資損失 モチブンポウ トウシ ソンシツ		33		持分法のれんの非償却 モチブンポウ ヒ ショウキャク

																				計 ケイ		△ 53

																		※5		法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		345		均等割を租税公課に振替 キントウワリ ソゼイ コウカ フリカエ

																				法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		132		税率変更による修正 ゼイリツ ヘンコウ シュウセイ

																				法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		349		IFRS修正に係る税効果調整 シュウセイ カカ ゼイ コウカ チョウセイ

																				計 ケイ		826



表示組替

IFRS調整



世界ランキング

				世界外食企業ランキング（上場企業）上位10社

						企業名		国名		売上高
（百万ドル）		決算期		展開ブランド

				1		McDonald's Corporation 		アメリカ		28,106		41609		McDonald's

				2		Starbucks Corporation 		アメリカ		14,892		41518		Starbucks

				3		Yum Brands Inc 		アメリカ		13,084		41609		KFC/Pizza Hut/Taco Bell、他

				4		Darden Restaurants Inc 		アメリカ		6,286		41760		Red Lobster/Olive Garden/
LongHorn Steakhouse、他

				5		AUTOGRILL SPA 		イタリア		6,207		41609		FC含む250ブランド以上を展開

				6		ゼンショーホールディングス		日本		4,679		41699		すき家/ココス/はま寿司、他

				7		Bloomin Brands Inc		アメリカ		4,129		41609		OUTBACK STEAKHOUSE
/CARRABBA'S、他

				8		ARCOS DORADOS 
HOLDINGS INCORPORATED 		アルゼンチン		4,033		41609		（中南米、カリブ海エリアの
McDonald's franchisee）

				9		Chipotle Mexican Grill, Inc. 		アメリカ		3,215		41609		Chipotle

				10		TIM HORTONS INCORPORATED		カナダ		3,162		41609		Tim Hortons、他

				（出所）各社決算資料等よりみずほ銀行産業調査部作成





						McDonald's Corporation 		(		アメリカ		)		28,106

						Starbucks Corporation 		(		アメリカ		)		14,892

						Yum Brands Inc 		(		アメリカ		)		13,084

						Darden Restaurants Inc 		(		アメリカ		)		6,286

						AUTOGRILL SPA 		(		イタリア		)		6,207

						ゼンショーホールディングス		(		日本		)		4,679
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						McDonald's Corporation (アメリカ)		28,106

						Starbucks Corporation (アメリカ)		14,892

						Yum Brands Inc (アメリカ)		13,084

						Darden Restaurants Inc (アメリカ)		6,286

						AUTOGRILL SPA (イタリア)		6,207

						ゼンショーホールディングス(日本)		4,679

						Bloomin Brands Inc(アメリカ)		4,129
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HOLDINGS INCORPORATED (アルゼンチン)		4,033

						Chipotle Mexican Grill, Inc. (アメリカ)		3,215

						TIM HORTONS INCORPORATED(カナダ)		3,162





						TIM HORTONS Inc.(カナダ)		3,162

						Chipotle Mexican Grill, Inc. (アメリカ)		3,215

						ARCOS DORADOS HD Inc. (アルゼンチン)		4,033

						Bloomin Brands Inc.(アメリカ)		4,129

						ゼンショーホールディングス(日本)		4,679

						AUTOGRILL SPA (イタリア)		6,207

						Darden Restaurants Inc. (アメリカ)		6,286

						Yum Brands Inc. (アメリカ)		13,084

						Starbucks Corporation (アメリカ)		14,892

						McDonald's Corporation (アメリカ)		28,106









						TIM HORTONS Inc.		3,162

						Chipotle Mexican Grill, Inc. 		3,215

						ARCOS DORADOS HD Inc. 		4,033

						Bloomin Brands Inc.		4,129

						ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.		4,679

						AUTOGRILL SPA 		6,207

						Darden Restaurants Inc. 		6,286

						Yum Brands Inc. 		13,084

						Starbucks Corporation 		14,892

						McDonald's Corporation 		28,106
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						AUTOGRILL SPA 		6,207

						ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.		4,679

						Bloomin Brands Inc.		4,129

						ARCOS DORADOS HD Inc. 		4,033
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TIM HORTONS Inc.(カナダ)	Chipotle Mexican Grill, Inc. (アメリカ)	ARCOS DORADOS HD Inc. (アルゼンチン)	Bloomin Brands Inc.(アメリカ)	ゼンショーホールディングス(日本)	AUTOGRILL SPA (イタリア)	Darden Restaurants Inc. (アメリカ)	Yum Brands Inc. (アメリカ)	Starbucks Corporation (アメリカ)	McDonald's Corporation (アメリカ)	3162	3215	4033	4129	4679	6207	6286	13084	14892	28106	McDonald's Corporation 	Starbucks Corporation 	Yum Brands Inc. 	Darden Restaurants Inc. 	AUTOGRILL SPA 	ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.	Bloomin Brands Inc.	ARCOS DORADOS HD Inc. 	Chipotle Mexican Grill, Inc. 	TIM HORTONS Inc.	28106	14892	13084	6286	6207	4679	4129	4033	3215	3162	

基礎資料

		ＢＩ　「月別・日別推移」　→　「当月レート」　は、前月末のレートを採用 ツキベツ ヒ ベツ スイイ トウゲツ ゼンゲツ マツ サイヨウ

		閉店日　＞＝2016/03/31　（3/31以前に閉店した店舗は含まない） 　 開店日　＜＝2015/12/31（12/31以前に開店した店舗を含む）　など　　を選択 ヘイ テン テンポ フク カイテン ヒ イゼン カイテン テンポ フク

		*は取る ト

		開店、閉店の情報は、右クリックでロックする カイテン ヘイテン ジョウホウ ミギ

		⇒　2016/1/1から03/31まで、ひと月フルで営業していた店舗を対象にしている ツキ エイギョウ テンポ タイショウ

		1Q		閉店日　＞＝2018/3/31　		開店日 ＜＝2017/12/31

		2Q		閉店日　＞＝2018/06/30　		開店日 ＜＝2017/12/31

		3Q		閉店日　＞＝2018/09/30　		開店日 ＜＝2017/12/31

		4Q		閉店日　＞＝2018/12/31　		開店日 ＜＝2017/12/31

		※台湾は注意 タイワン チュウイ

		※丸亀製麺だけ絞る マ シボ

		アメリカ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		11,037,015		1,236,035,309		0		-		944,199,552		130.91%		1,085,440		887,294		122.3%		1,139		0		-		-		-		-		-		3

		2018/01		934,634		104,669,658		0		-		67,798,467		154.38%		94,437		67,217		140.5%		1,108		0		-		-		-		-		-

		2018/02		865,529		96,930,585		0		-		58,289,841		166.29%		86,893		58,009		149.8%		1,116		0		-		-		-		-		-

		2018/03		940,247		105,298,244		0		-		62,867,453		167.49%		93,828		62,064		151.2%		1,122		0		-		-		-		-		-

		2018/04		879,409		98,484,986		0		-		62,713,474		157.04%		88,931		61,268		145.2%		1,107		0		-		-		-		-		-

		2018/05		923,118		103,380,016		0		-		66,076,146		156.46%		92,310		63,938		144.4%		1,120		0		-		-		-		-		-

		2018/06		891,830		99,876,097		0		-		65,094,909		153.43%		89,438		63,065		141.8%		1,117		0		-		-		-		-		-

		2018/07		918,801		102,896,533		0		-		71,199,415		144.52%		91,340		67,966		134.4%		1,127		0		-		-		-		-		-

		2018/08		933,509		104,543,639		0		-		75,557,404		138.36%		90,175		71,798		125.6%		1,159		0		-		-		-		-		-

		2018/09		902,763		101,100,405		0		-		89,716,330		112.69%		87,740		82,737		106.0%		1,152		0		-		-		-		-		-

		2018/10		904,814		101,330,172		0		-		108,372,002		93.50%		87,870		96,758		90.8%		1,153		0		-		-		-		-		-

		2018/11		902,780		101,102,360		0		-		107,716,571		93.86%		87,338		96,159		90.8%		1,158		0		-		-		-		-		-

		2018/12		1,039,580		116,422,613		0		-		108,797,539		107.01%		95,140		96,315		98.8%		1,224		0		-		-		-		-		-

						34,334,314										30,151						1,139

						34,334

		韓国 カンコク

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		6,706,938,740		670,693,874		0		-		680,174,538		98.61%		755,090		803,853		93.9%		888		0		-		-		-		-		-		10

		2018/01		566,061,780		56,606,178		0		-		57,115,579		99.11%		66,453		66,098		100.5%		852		0		-		-		-		-		-

		2018/02		520,514,890		52,051,489		0		-		52,995,374		98.22%		60,381		61,720		97.8%		862		0		-		-		-		-		-

		2018/03		572,189,740		57,218,974		0		-		50,865,872		112.49%		66,336		59,949		110.7%		863		0		-		-		-		-		-

		2018/04		541,064,440		54,106,444		0		-		54,753,092		98.82%		60,522		65,413		92.5%		894		0		-		-		-		-		-

		2018/05		564,352,660		56,435,266		0		-		57,043,792		98.93%		63,559		68,308		93.0%		888		0		-		-		-		-		-

		2018/06		535,459,550		53,545,955		0		-		56,203,125		95.27%		60,112		67,006		89.7%		891		0		-		-		-		-		-

		2018/07		605,035,010		60,503,501		0		-		59,664,308		101.41%		68,244		70,970		96.2%		887		0		-		-		-		-		-

		2018/08		600,337,740		60,033,774		0		-		60,273,538		99.60%		67,212		71,770		93.6%		893		0		-		-		-		-		-

		2018/09		539,093,950		53,909,395		0		-		54,244,144		99.38%		58,602		64,180		91.3%		920		0		-		-		-		-		-

		2018/10		551,903,530		55,190,353		0		-		56,888,227		97.02%		61,414		67,561		90.9%		899		0		-		-		-		-		-

		2018/11		542,895,370		54,289,537		0		-		57,939,978		93.70%		59,548		68,212		87.3%		912		0		-		-		-		-		-

		2018/12		568,030,080		56,803,008		0		-		62,187,509		91.34%		62,707		72,666		86.3%		906		0		-		-		-		-		-

						5,589,116										6,292						888

						5,589

		台湾 タイワン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計				2,971,667,163										4,616,338								0		-		-		-		-		-		28

		2018/04		73,235,984		262,917,183		0		-		251,137,520		104.69%		389,494		407,124		95.7%		675		0		-		-		-		-		-

		2018/05		68,393,158		245,531,437		0		-		257,344,792		95.41%		378,505		388,993		97.3%		649		0		-		-		-		-		-

		2018/06		71,168,994		255,496,688		0		-		254,627,460		100.34%		391,780		386,317		101.4%		652		0		-		-		-		-		-

		2018/07		77,465,930		278,102,689		0		-		291,768,623		95.32%		431,510		435,155		99.2%		644		0		-		-		-		-		-

		2018/08		68,986,210		247,660,494		0		-		279,460,312		88.62%		400,710		422,766		94.8%		618		0		-		-		-		-		-

		2018/09		66,685,851		239,402,205		0		-		209,331,593		114.37%		368,591		319,832		115.2%		650		0		-		-		-		-		-

		2018/10		65,631,275		235,616,277		0		-		262,058,946		89.91%		359,469		395,002		91.0%		655		0		-		-		-		-		-

		2018/11		60,463,169		217,062,777		0		-		238,986,853		90.83%		350,028		358,597		97.6%		620		0		-		-		-		-		-

		2018/12		74,003,339		265,671,987		0		-		270,622,985		98.17%		418,034		405,124		103.2%		636		0		-		-		-		-		-

		2019/01		66,674,732		239,362,288		0		-		229,919,385		104.11%		376,272		353,655		106.4%		636		0		-		-		-		-		-

		2019/02		68,961,950		247,573,401		0		-		271,017,195		91.35%		380,474		385,962		98.6%		651		0		-		-		-		-		-

		2019/03		66,091,849		237,269,738		0		-		236,765,436		100.21%		371,471		349,155		106.4%		639		0		-		-		-		-		-

						8,844,248										13,739						644

						8,844

		ロシア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		249,820,501		489,648,182		0		-		606,340,489		80.75%		619,308		768,902		80.5%		791		0		-		-		-		-		-		7

		2018/01		23,475,281		46,011,550		0		-		37,642,492		122.23%		57,336		48,483		118.3%		802		0		-		-		-		-		-

		2018/02		23,467,768		45,996,825		0		-		41,677,393		110.36%		58,371		53,890		108.3%		788		0		-		-		-		-		-

		2018/03		28,161,829		55,197,185		0		-		55,066,665		100.24%		69,347		70,917		97.8%		796		0		-		-		-		-		-

		2018/04		29,134,888		57,104,380		0		-		51,409,079		111.08%		71,632		65,798		108.9%		797		0		-		-		-		-		-

		2018/05		28,300,303		55,468,594		0		-		51,420,349		107.87%		69,890		66,385		105.3%		794		0		-		-		-		-		-

		2018/06		29,105,898		57,047,559		0		-		51,120,385		111.59%		69,055		62,666		110.2%		826		0		-		-		-		-		-

		2018/07		26,761,752		52,453,033		0		-		47,238,507		111.04%		64,403		59,162		108.9%		814		0		-		-		-		-		-

		2018/08		25,422,365		49,827,835		0		-		46,456,545		107.26%		61,844		62,566		98.8%		806		0		-		-		-		-		-

		2018/09		11,250,390		22,050,764		0		-		56,269,767		39.19%		30,150		69,913		43.1%		731		0		-		-		-		-		-

		2018/10		12,932,184		25,347,080		0		-		59,012,452		42.95%		35,088		73,440		47.8%		722		0		-		-		-		-		-

		2018/11		11,807,845		23,143,376		0		-		56,289,703		41.11%		32,192		69,802		46.1%		719		0		-		-		-		-		-

		2018/12		0		0		0		-		52,737,152		0.00%		0		65,880		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

						6,359,067										8,043						791

						6,359

		中国 チュウゴク

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		253,847,903		4,257,029,327		0		-		4,276,874,170		99.54%		6,629,104		6,377,268		103.9%		642		0		-		-		-		-		-		69

		2018/01		21,499,479		360,546,268		0		-		354,313,915		101.76%		547,348		520,677		105.1%		659		0		-		-		-		-		-

		2018/02		19,902,231		333,760,419		0		-		317,080,764		105.26%		517,272		471,878		109.6%		645		0		-		-		-		-		-

		2018/03		21,157,732		354,815,159		0		-		340,711,334		104.14%		537,201		509,587		105.4%		660		0		-		-		-		-		-

		2018/04		20,238,475		339,399,222		0		-		339,685,662		99.92%		510,965		494,047		103.4%		664		0		-		-		-		-		-

		2018/05		20,188,411		338,559,649		0		-		350,489,524		96.60%		559,414		518,800		107.8%		605		0		-		-		-		-		-

		2018/06		21,499,488		360,546,409		0		-		380,465,857		94.76%		654,384		552,143		118.5%		551		0		-		-		-		-		-

		2018/07		24,090,931		404,004,918		0		-		401,912,616		100.52%		634,219		600,567		105.6%		637		0		-		-		-		-		-

		2018/08		23,709,415		397,606,893		0		-		391,397,135		101.59%		601,990		597,178		100.8%		660		0		-		-		-		-		-

		2018/09		20,247,900		339,557,280		0		-		340,705,766		99.66%		521,964		521,082		100.2%		651		0		-		-		-		-		-

		2018/10		20,449,485		342,937,857		0		-		340,641,385		100.67%		529,361		522,324		101.3%		648		0		-		-		-		-		-

		2018/11		19,610,734		328,872,006		0		-		339,044,797		97.00%		504,097		506,954		99.4%		652		0		-		-		-		-		-

		2018/12		21,253,622		356,423,248		0		-		380,425,416		93.69%		510,889		562,031		90.9%		698		0		-		-		-		-		-

						5,141,340										8,006						642

						5,141

		タイ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		136,089,230		485,838,550		0		-		539,844,041		90.00%		876,307		1,107,020		79.2%		554		0		-		-		-		-		-		22

		2018/01		13,421,005		47,912,987		0		-		40,074,580		119.56%		101,773		76,489		133.1%		471		0		-		-		-		-		-

		2018/02		11,488,032		41,012,276		0		-		37,324,473		109.88%		84,617		71,707		118.0%		485		0		-		-		-		-		-

		2018/03		12,723,835		45,424,091		0		-		42,611,486		106.60%		94,942		86,311		110.0%		478		0		-		-		-		-		-

		2018/04		12,840,018		45,838,865		0		-		45,051,056		101.75%		95,161		92,636		102.7%		482		0		-		-		-		-		-

		2018/05		12,432,458		44,383,875		0		-		37,668,891		117.83%		93,249		81,002		115.1%		476		0		-		-		-		-		-

		2018/06		12,305,931		43,932,174		0		-		45,718,692		96.09%		93,433		93,906		99.5%		470		0		-		-		-		-		-

		2018/07		12,344,254		44,068,987		0		-		46,736,223		94.29%		94,490		97,973		96.4%		466		0		-		-		-		-		-

		2018/08		12,112,614		43,242,032		0		-		48,688,249		88.81%		92,877		100,836		92.1%		466		0		-		-		-		-		-

		2018/09		11,428,445		40,799,549		0		-		49,654,757		82.17%		86,171		101,589		84.8%		473		0		-		-		-		-		-

		2018/10		5,156,638		18,409,197		0		-		46,566,077		39.53%		39,594		96,613		41.0%		465		0		-		-		-		-		-

		2018/11		7,520,459		26,848,037		0		-		46,014,052		58.35%		0		94,430		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

		2018/12		12,315,541		43,966,481		0		-		53,735,506		81.82%		0		113,528		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

						1,840,298										3,319						554

						1,840

		カンボジア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		723,052		80,974,591		0		-		79,876,540		101.37%		174,243		162,171		107.4%		465		0		-		-		-		-		-		1

		2018/01		60,902		6,820,403		0		-		5,835,079		116.89%		16,075		11,579		138.8%		424		0		-		-		-		-		-

		2018/02		54,361		6,087,933		0		-		5,431,325		112.09%		14,896		10,550		141.2%		409		0		-		-		-		-		-

		2018/03		61,330		6,868,311		0		-		6,083,072		112.91%		16,130		11,790		136.8%		426		0		-		-		-		-		-

		2018/04		62,016		6,945,199		0		-		6,234,230		111.40%		15,308		12,235		125.1%		454		0		-		-		-		-		-

		2018/05		55,382		6,202,267		0		-		6,263,222		99.03%		13,486		12,003		112.4%		460		0		-		-		-		-		-

		2018/06		57,645		6,455,609		0		-		6,783,814		95.16%		14,438		13,411		107.7%		447		0		-		-		-		-		-

		2018/07		55,777		6,246,474		0		-		7,030,093		88.85%		13,565		14,230		95.3%		460		0		-		-		-		-		-

		2018/08		61,259		6,860,382		0		-		7,381,441		92.94%		13,868		17,560		79.0%		495		0		-		-		-		-		-

		2018/09		56,863		6,368,142		0		-		6,971,815		91.34%		12,830		16,316		78.6%		496		0		-		-		-		-		-

		2018/10		66,844		7,485,806		0		-		7,285,194		102.75%		15,078		8,131		185.4%		496		0		-		-		-		-		-

		2018/11		61,908		6,933,024		0		-		7,221,156		96.01%		13,870		16,264		85.3%		500		0		-		-		-		-		-

		2018/12		68,765		7,701,041		0		-		7,356,099		104.69%		14,699		18,102		81.2%		524		0		-		-		-		-		-

						6,747,883										14,520						465

						6,748



		フィリピン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		69,533,573		157,145,876		0		-		51,237,143		306.70%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-		1

		2018/01		5,292,606		11,961,289		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/02		5,112,480		11,554,205		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/03		5,498,906		12,427,527		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/04		5,373,300		12,143,657		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/05		5,335,998		12,059,355		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/06		5,364,759		12,124,355		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/07		5,704,955		12,893,197		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/08		5,886,499		13,303,488		0		-		6,529,648		203.74%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/09		5,779,436		13,061,526		0		-		10,703,669		122.03%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/10		6,103,613		13,794,166		0		-		10,936,373		126.13%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/11		7,099,325		16,044,475		0		-		10,674,562		150.31%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/12		6,981,697		15,778,635		0		-		12,392,892		127.32%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

						13,095,490										0						ERROR:#DIV/0!

						13,095



				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン				検算 ケンザン

				アメリカ (本土・ハワイ） ホンド		34,334		30,151		1,139				30,151		0				9364837.1399935

				韓国 カンコク		5,589		6,292		888				6,292		0				16312.6546754795

				台湾 タイワン		8,844		13,739		644				13,739		0

				カンボジア		6,748		14,520		465				14,520		0

				ロシア（持分）		6,359		8,043		791				8,043		0

				中国（持分） チュウゴク モチブン		5,141		8,006		642				8,006		0

				タイ（持分）		1,840		3,319		554				3,319		0



				日本 ニホン		9,364		16,312		574				16,314		(2)



				Overseas Marugame Seimen brand　Basic information						(Monthly data per store)

						Sales
 (1,000 yen)		# of Guests
 (person)		Sales per Guest
 (yen)

				USA		34,334		30,151		1,139

				South Korea		5,589		6,292		888

				Taiwan (ROC)		8,844		13,739		644

				Cambodia		6,748		14,520		465

				Russia<JV>		6,359		8,043		791

				China(PRC) <JV>		5,141		8,006		642

				Thailand <JV>		1,840		3,319		554



				Japan		9,364		16,312		574

				過去データ カコ

				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン

				アメリカ		26,129		27,025		967

				韓国 カンコク		5,290		7,119		743

				台湾 タイワン		11,937		22,143		539

				ロシア（持分）		7,198		9,602		750

				中国（持分） チュウゴク モチブン		7,092		11,545		614

				タイ（持分）		2,457		4,910		500



				日本 ニホン		9,000		16,393		548







				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン

				アメリカ		31,554		31,756		994

				韓国 カンコク		6,005		7,465		804

				台湾 タイワン		16,033		24,226		662

				ロシア（持分）		7,736		10,644		727

				中国（持分） チュウゴク モチブン		8,479		12,302		689

				タイ（持分）		3,160		5,895		536



				日本 ニホン		8,836		16,213		545









Sheet8

		ＢＩ　「月別・日別推移」　→　「当月レート」　は、前月末のレートを採用

		閉店日　＞＝2016/03/31　（3/31以前に閉店した店舗は含まない） 　 開店日　＜＝2015/12/31（12/31以前に開店した店舗を含む）　など　　を選択

		*は取る

		開店、閉店の情報は、右クリックでロックする

		⇒　2016/1/1から03/31まで、ひと月フルで営業していた店舗を対象にしている

		1Q		閉店日　＞＝2019/3/31　		開店日 ＜＝2018/12/31

		2Q		閉店日　＞＝2019/06/30　		開店日 ＜＝2018/12/31

		3Q		閉店日　＞＝2019/09/30　		開店日 ＜＝2018/12/31

		4Q		閉店日　＞＝2019/12/31　		開店日 ＜＝2018/12/31

		※台湾は注意

		※丸亀製麺だけ絞る

		アメリカ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		3,775,772		420,005,085		0		-		305,840,278		137.33%		337,051		275,982		122.1%		1,246		0		-		-		-		-		-		5

		2019/01		1,330,758		146,330,201		0		-		103,856,746		140.90%		119,232		95,555		124.8%		1,227		0		-		-		-		-		-

		2019/02		1,184,941		132,559,354		0		-		96,738,622		137.03%		106,025		86,846		122.1%		1,250		0		-		-		-		-		-

		2019/03		1,260,073		141,115,529		0		-		105,244,911		134.08%		111,794		93,581		119.5%		1,262		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						28,000,339										22,470						1,246

						28,000

		韓国

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		1,580,603,090		158,813,746		0		-		166,848,993		95.18%		168,792		193,299		87.3%		941		0		-		-		-		-		-		10

		2019/01		531,204,040		53,226,645		0		-		56,384,924		94.40%		56,111		66,028		85.0%		949		0		-		-		-		-		-

		2019/02		497,843,510		50,431,548		0		-		53,101,644		94.97%		52,356		60,794		86.1%		963		0		-		-		-		-		-

		2019/03		551,555,540		55,155,554		0		-		57,362,425		96.15%		60,325		66,477		90.7%		914		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						5,293,792										5,626						941

						5,294

		台湾

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		232,899,909		816,303,255		0		-		758,783,227		107.58%		1,329,643		1,181,087		112.6%		614		0		-		-		-		-		-		31

		2019/04		73,674,211		265,227,160		0		-		261,160,848		101.56%		416,169		386,621		107.6%		637		0		-		-		-		-		-

		2019/05		75,733,337		260,522,679		0		-		238,959,394		109.02%		427,957		385,683		111.0%		609		0		-		-		-		-		-

		2019/06		83,492,361		290,553,416		0		-		258,662,985		112.33%		485,517		408,783		118.8%		598		0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

		2020/01																						0		-		-		-		-		-

		2020/02																						0		-		-		-		-		-

		2020/03																						0		-		-		-		-		-

						8,777,454										14,297						614

						8,777

		ロシア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計																						0		-		-		-		-		-		7

		2019/01																						0		-		-		-		-		-

		2019/02																						0		-		-		-		-		-

		2019/03																						0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						0										0						ERROR:#DIV/0!

						0

		中国

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		69,477,772		1,162,673,494		0		-		1,061,504,165		109.53%		1,630,424		1,625,313		100.3%		713		0		-		-		-		-		-		82

		2019/01		24,548,265		406,273,781		0		-		355,683,668		114.22%		572,525		567,131		101.0%		710		0		-		-		-		-		-

		2019/02		20,942,029		354,129,712		0		-		339,296,373		104.37%		481,953		503,492		95.7%		735		0		-		-		-		-		-

		2019/03		23,987,478		402,270,001		0		-		366,524,124		109.75%		575,946		554,690		103.8%		698		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						4,726,315										6,628						713

						4,726

		タイ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		34,435,354		123,136,542		0		-		136,646,473		90.11%		253,698		284,956		89.0%		485		0		-		-		-		-		-		24

		2019/01		11,696,125		41,638,205		0		-		46,666,141		89.23%		86,060		99,389		86.6%		484		0		-		-		-		-		-

		2019/02		10,642,945		38,314,601		0		-		42,171,387		90.85%		78,347		86,202		90.9%		489		0		-		-		-		-		-

		2019/03		12,096,285		43,183,736		0		-		47,808,945		90.33%		89,291		99,365		89.9%		484		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						1,710,230										3,524						485

						1,710

		カンボジア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		212,624		23,661,393		0		-		19,685,795		120.20%		44,272		47,403		93.4%		534		0		-		-		-		-		-		1

		2019/01		70,102		7,708,390		0		-		6,646,907		115.97%		14,847		15,975		92.9%		519		0		-		-		-		-		-

		2019/02		67,257		7,524,062		0		-		6,105,202		123.24%		14,023		14,947		93.8%		537		0		-		-		-		-		-

		2019/03		75,265		8,428,942		0		-		6,933,686		121.57%		15,402		16,481		93.5%		547		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						7,887,131										14,757						534

						7,887



		フィリピン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		63,548,033		143,724,744		0		-		52,754,174		272.44%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-		4

		2019/01		20,170,105		45,181,036		0		-		11,837,618		381.67%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/02		12,739,773		29,301,477		0		-		13,061,748		224.33%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/03		30,638,155		69,242,230		0		-		27,854,807		248.58%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/04														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/05														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/06														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/07														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/08														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/09														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/10														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/11														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/12														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

						11,977,062										0						ERROR:#DIV/0!

						11,977



				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)				検算

				アメリカ (本土・ハワイ）		28,000		22,470		1,246				22,470		0				9364837.1399935

				韓国		5,294		5,626		941				5,626		0				16312.6546754795

				台湾		8,777		14,297		614				14,297		0

				カンボジア		7,887		14,757		534				14,757		0

				ロシア（持分）		0		0		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				中国（持分）		4,726		6,628		713				6,628		0

				タイ（持分）		1,710		3,524		485				3,524		0



				日本		9,813		17,685		555				17,681		4



				Overseas Marugame Seimen brand　Basic information						(Monthly data per store)

						Sales
 (1,000 yen)		# of Guests
 (person)		Sales per Guest
 (yen)

				USA		28,000		22,470		1,246

				South Korea		5,294		5,626		941

				Taiwan (ROC)		8,777		14,297		614

				Cambodia		7,887		14,757		534

				China(PRC) <JV>		4,726		6,628		713

				Thailand <JV>		1,710		3,524		485



				Japan		9,813		17,685		555

				過去データ

				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)

				アメリカ		26,129		27,025		967

				韓国		5,290		7,119		743

				台湾		11,937		22,143		539

				ロシア（持分）		7,198		9,602		750

				中国（持分）		7,092		11,545		614

				タイ（持分）		2,457		4,910		500



				日本		9,000		16,393		548







				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)

				アメリカ		31,554		31,756		994

				韓国		6,005		7,465		804

				台湾		16,033		24,226		662

				ロシア（持分）		7,736		10,644		727

				中国（持分）		8,479		12,302		689

				タイ（持分）		3,160		5,895		536



				日本		8,836		16,213		545









株主還元

				配当の推移

						2012年3月期		2014年
3月期		2015年
3月期		2016年
3月期		2017年
3月期		2018年
3月期		2019年
3月期		2020年
3月期
(予想) ヨソウ

				1株当たりの
年間配当額 ア		15円50銭		8円00銭		10円00銭		24円00銭		26円00銭		26円50銭		1円50銭		12円50銭

				配当性向		19.90%		37.00%		20.50%		19.90%		20.00%		24.68%		24.10%		20.56%



																										株主優待の内容

																										保有株式数		優待内容		継続保有優遇 ケイゾク ホユウ ユウグウ

																										実施回数 ジッシ カイスウ		年2回 ネン カイ		左記に追加 サキ ツイカ		年2回 ネン カイ

																										100株以上～200株未満		4,000円相当の割引券 ワリビキケン				ー

																										200株以上～500株未満		4,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン

																										500株以上～1,000株未満		10,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン

																										1,000株以上		15,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン



				Changes in Dividends

						Year ended March 31, 2012		Year ended March 31, 2014		Year ended March 31, 2015		Year ended March 31, 2016		Year ended March 31, 2017		Year ended March 31, 2018		Year ended March 31, 2019		Year ended March 31, 2020
(estimated)

				Annual dividend per share		15.50yen		8.00yen		10.00yen		24.00yen		26.00yen		26.50yen		1.50yen		12.50yen																Annual dividend per share

				Dividend payout ratio		19.90%		37.00%		20.50%		19.90%		20.00%		20.00%		24.10%		20.56%																Dividend payout ratio



																										Shareholder incentives

																										Number of shares		Incentive		Preferential treatment for continuous holding

																										The number of times		Twice a year		Twice a year						Shareholder incentives

																										100 - 200		4,000 yen value coupon 		Add to left		-				Shareholder incentives

																										200 - 500		4,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 

																										500 - 1,000		10,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 

																										1,000+  		15,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 





丸亀製麺　既存店

																																				Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar

						2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		2018年
3月期 ネン ガツキ		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		10月																												2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月 ガツ		2月		3月		4月 ガツ		5月 ガツ		6月

						FY 2015		FY 2016		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep						FY 2015		FY 2016		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun

						FY 2015		FY 2016		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		FY 2017 		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月						FY 2015		FY 2016		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar

				Net Sales		106.7%		103.8%		104.8%		105.2%		107.0%		110.2%		104.2%		105.1%		100.6%		100.5%		107.6%		103.2%		103.1%		101.1%		104.4%		103.3%		94.4%		97.9%		96.3%		95.2%		92.2%		96.5%		101.8%		96.3%		97.6%		96.8%		99.6%		96.7%		110.1%		105.7%		103.0%		106.2%		111.3%						2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月

				# of guests - Head count		101.8%		103.0%		104.1%		102.5%		102.5%		104.2%		98.6%		101.4%		99.1%		98.6%		101.7%		99.7%		99.5%		98.2%		100.8%		97.6%		91.0%		95.2%		99.8%		97.5%		93.0%		93.9%		99.6%		96.1%		94.9%		96.6%		98.7%		99.0%		122.6%		106.6%		99.3%		104.1%		111.5%				売上 ウリアゲ		106.7%		103.8%		104.4%		103.3%		94.4%		97.9%		96.3%		95.2%		92.2%		96.5%		101.8%		96.3%								97%		110%		106%

				Sales per guest  - Average soend per head		106.7%		100.9%		100.7%		102.6%		104.4%		105.8%		105.7%		103.7%		101.5%		101.9%		105.8%		103.5%		103.7%		102.9%		103.5%		105.8%		103.8%		102.9%		96.5%		97.7%		99.1%		102.8%		102.2%		100.2%		102.9%		100.2%		100.9%		97.7%		89.8%		99.1%		103.7%		101.9%		99.9%				客数 キャクスウ		101.8%		103.0%		100.8%		97.6%		91.0%		95.2%		99.8%		97.5%		93.0%		93.9%		99.6%		96.1%								99%		123%		107%

																																				0%		1.30%		-1.42%		1.31%		2.16%		-3.53%		2.12%		1.36%		-1.32%						-2.1%		0.3%		-2.8%		-1.8%		1.7%		-1.2%		0.6%				客単価 キャクタンカ		106.7%		100.9%		103.5%		105.8%		103.8%		102.9%		96.5%		97.7%		99.1%		102.8%		102.2%		100.2%								98%		90%		99%

																																		売上 ウリアゲ																				97.6%		96.8%		97.4%		97.0%		107.3%		103.9%		104.7%		105.0%		111.9%

																																補正後 ホセイ ゴ		客数 キャクスウ		97.6%		92.3%		93.8%		101.1%		99.7%		89.5%		96.0%		101.0%		94.8%		94.9%		96.6%		96.6%		99.3%		119.8%		104.8%		101.0%		102.9%		112.1%

																																		客単価 キャクタンカ		105.8%		103.8%		102.9%		96.5%		97.7%		99.1%		102.8%		102.2%		100.2%		102.9%		100.2%		100.9%		97.7%		89.8%		99.1%		103.7%		101.9%		99.9%

				Net Sales																																																																						Net Sales

				# of guests - Head count																																																																						# of guests - Head count

				Sales per guest  - Average soend per head																																																																						Sales per guest  - Average soend per head



				売上 ウリアゲ																																																																						売上 ウリアゲ

				客数 キャクスウ																																																																						客数 キャクスウ

				客単価 キャクタンカ																																																																						客単価 キャクタンカ



																																		CM		110.0%		110.4%		79.4%		125.7%		73.0%		93.0%



				売上 ウリアゲ																																																																						売上 ウリアゲ

				客数 キャクスウ																																																																						客数 キャクスウ

				客単価 キャクタンカ																																																																						客単価 キャクタンカ



																																				0.9229357851
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Sheet1

				FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018.2Q

				8,084,319		8,375,678		8,820,127		9,151,859		9,515,486		9,393,999

				8,084		8,376		8,820		9,152		9,515		9,394

												117.7%		112.2%

												1,431

				2013.04-2014.03		2014.04-2015.03		2015.04-2016.03		2016.04-2017.03		2017.04-2018.03		2018.04-2019.03

				2014年
3月期 ネン ガツキ		2015年
3月期 ネン ガツキ		2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		2019年
3月期3Q ネン ガツキ

				8,084,319		8,375,678		8,821,908		9,153,590		9,517,802		9290333.95227737

				8,084		8,376		8,822		9,154		9,518		9,290

												117.7%		114.9%

												1,433,483		1,206,015

				FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018.2Q

				2014年
3月期 ネン ガツキ		2015年
3月期 ネン ガツキ		2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		2019年
3月期3Q ネン ガツキ



2014年	
3月期	2015年	
3月期	2016年	
3月期	2017年	
3月期	2018年	
3月期	2019年	
3月期3Q	8084.3188461100035	8375.6776849462367	8821.9075525010794	9153.5900605864608	9517.8017006252685	9290.3339522773695	

IFRS16

				大きな変更点は、これまでのファイナンス・リースとオペレーティング・リースという分類がなくなり、あらゆるリースが資産計上されることだ。その結果、莫大な金額のリースが企業会計上に表面化することとなる。さらに、損益計算書上では、ほとんどのオペレーティング・リースの初期の影響が大きくなる。つまり、リースの初期費用が上がる。



				2019年の新基準適用以降、上場企業は2017年と18年の財務諸表にさかのぼって新基準適用を求められることとなる。非上場企業に関しても、同様に2018年と19年にさかのぼって適用となる。

				BS												ＰＬ

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				資産 シサン		○						○●				売上 ウリアゲ

				負債 フサイ		○						○●				販管費 ハ				●

																ＥＢＩＴＤＡ

				簿外 ボガイ				●								減価償却 ゲンカ ショウキャク		○						○●

																営業利益 エイギョウ リエキ

																財務費用 ザイム ヒヨウ		○						○●

																税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ





Sheet2

																								（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS（2019/4/1）※												ＰＬ(2019/4/1～2020/3/31)※

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								84,530				売上 ウリアゲ

				リース資産 シサン		5,658										販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン				15,443

				リース負債 フサイ		3,536						82,407				ＥＢＩＴＤＡ

																減価償却 ゲンカ ショウキャク		○						14,584

				簿外 ボガイ				●								営業利益 エイギョウ リエキ

																財務費用 ザイム ヒヨウ		○						498

																税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ



				BS（新規計上額）※ シンキ ケイジョウ ガク

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								78,872

				リース資産 シサン		○

				リース負債 フサイ		○						78,872



				簿外 ボガイ				●

				※IFRS16影響額に関しましては、将来期間の為替レートが不明、減損が未確定、社宅データが最新のものではないなど、

				数値の変動要素はありますので、その点はご留意ください。





Sheet3

																								（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS（2019/4/1）												ＰＬ(2019/4/1～2020/3/31)

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								84,530				売上 ウリアゲ

				リース資産 シサン		5,658										販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン				15,443

				リース負債 フサイ		3,536						82,407				ＥＢＩＴＤＡ

																減価償却 ゲンカ ショウキャク								14,584

				BS（新規計上額） シンキ ケイジョウ ガク												営業利益 エイギョウ リエキ

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン				財務費用 ザイム ヒヨウ								498

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース				税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ

				使用権資産 シヨウケン シサン								78,872

				リース資産 シサン

				リース負債 フサイ								78,872

				※IFRS16影響額に関しましては、将来期間の為替レートが不明、減損が未確定、社宅データが最新のものではないなど、

				数値の変動要素はありますので、その点はご留意ください。





Sheet6

																				（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS期首影響額 キシュ エイキョウガク										ＰＬ影響額(2019/4/1～2019/6/30) エイキョウガク

						旧会計基準(2019/3/31現在) キュウ カイケイ キジュン ゲンザイ		新基準により
追加的に認識(2019/4/1現在) シン キジュン ツイカテキ ニンシキ ゲンザイ		合計 ゴウケイ						旧会計基準 キュウ		IFRS16
影響額 エイキョウガク		新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース

				使用権資産 シヨウケン シサン				78,094		78,094				売上 ウリアゲ		39,212		0		39,212

				有形リース資産(期末帳簿価額) ユウケイ シサン キマツ チョウボ カガク		2,364				2,364				販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン		4,555		-3,735		819

				リース負債 フサイ		3,536		79,928		83,464				ＥＢＩＴＤＡ		3,653		3,624		7,277

				利益剰余金の減少(税効果会計等考慮後) リエキ ジョウヨキン ゲンショウ ゼイ コウカ カイケイ トウ コウリョ ゴ				880		880				減価償却 ゲンカ ショウキャク		1,126		3,624		4,751

														営業利益 エイギョウ リエキ		1,940		111		2,051

														金融費用 キンユウ ヒヨウ		345		124		469

														税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ		1,382		-13		1,369
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						2019年
3月 ネン ガツ		2020年
3月 ネン ガツ		2021年
3月 ネン ガツ		2022年
3月 ネン ガツ								2026年
3月 ネン ガツ				2019年
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Sheet7

				現状 ゲンジョウ												修正案 シュウセイ アン

						店舗数 テンポ スウ		売上（億円） ウリアゲ オク エン		売上（億円）
/店 ウリアゲ オク エン テン		月商（万円）
/店 ゲツ ショウ マン エン テン						店舗数 テンポ スウ		売上（億円） ウリアゲ オク エン		売上（億円）
/店 ウリアゲ オク エン テン		月商（万円）
/店 ゲツ ショウ マン エン テン

				北米 ホクベイ		1,000		1,000		1.0		833				北米 ホクベイ		1,000		1,000		1.0		833

				中南米 チュウナンベイ		200		100		0.5		417				中南米 チュウナンベイ		200		150		0.8		625

				欧州(+中東） オウシュウ チュウトウ		500		50		0.1		83		⇒		欧州(+中東） オウシュウ チュウトウ		500		350		0.7		583

				アジア		2,300		1,350		0.6		489				アジア		2,000		1,250		0.6		521

				日本 ニホン		2,000		2,500		1.3		1,042				日本 ニホン		2,000		2,000		1.0		833

																　TDJ以外 イガイ		300		250		0.8		694

						6,000		5,000		0.8		694						6,000		5,000		0.8		694
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2Q



				連結PL (IFRS) レンケツ

						第2四半期 ダイ シハンキ						計画 ケイカク								前年同期 マエ ネン ドウキ キ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネンヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		80,017		100.0%		111.2%		77,748		100.0%		102.9%				71,981		100.0%

				事業利益 ジギョウ リエキ		5,840		7.3%		132.9%		3,651		4.7%		160.0%				4,393		6.1%

				EBITDA		15,499		19.4%		231.2%		13,793		17.7%		112.4%				6,705		9.3%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		15,560		19.4%		226.4%		14,093		18.1%		110.4%				6,872		9.5%

				営業利益 エイギョウ リエキ		5,084		6.4%		123.3%		3,359		4.3%		151.4%				4,122		5.7%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		4,100		5.1%		99.3%		3,073		4.0%		133.4%				4,128		5.7%

				四半期利益 シハンキ リエキ		2,601		3.3%		89.0%		2,009		2.6%		129.5%				2,923		4.1%				←値張り注意 アタイ バ チュウイ

				親会社の所有者に帰属する四半期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク シハンキ キ リエキ		2,569		3.2%		87.1%		1,948		2.5%		131.9%				2,948		4.1%



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		108.5%		47,039		100.0%		104.6%				45,346		100.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%				←　自動リンク ジドウ







				Consolidated PL (IFRS)																												Planned（計画した・された）　

						2Q FY 2019 						2Q FY 2019 (forecast) 								Previous period												一語だけでは違和感がありますがいかがでしょうか

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 				Amount		% to Revenue

				Revenue		80,017		100.0%		111.2%		77,748		100.0%		102.9%				71,981		100.0%										上期計画　H1 2018 (forecast) 

				Contribution margin		5,840		7.3%		132.9%		3,651		5%		160.0%				4,393		6.1%

				EBITDA		15,499		19.4%		231.2%		13,793		18%		112.4%				6,705		9.3%

				Adjusted EBITDA		15,560		19.4%		226.4%		14,093		18.1%		110.4%				6,872		9.5%										売上費　% to Sales 

				Operating profit		5,084		6.4%		123.3%		3,359		4.3%		151.4%				4,122		5.7%

				Profit before tax		4,100		5.1%		99.3%		3,073		4.0%		133.4%				4,128		5.7%										計画比 % to Plan 

				Profit for the year		2,601		3.3%		89.0%		2,009		2.6%		129.5%				2,923		4.1%

				Profit for the year attributable to owners of the parents		2,569		3.2%		87.1%		1,948		2.5%		131.9%				2,948		4.1%										前年比 YoY



				Marugameseimen segment																												英語では、表記の統一が重要になります。

				Revenue		49,183		100%		108.5%		47,039		100%		104.6%				45,346		100%										Pnanned(FY2018 2Q)

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%										 (2Q 2018) と期が前に来ます。

				Overseas segment																												カッコの前後には半角スペースが必要です。

				Revenue		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%





















4Q1



				連結PL (IFRS) レンケツ

						当期 トウキ										計画 ケイカク								前期 ゼンキ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		進捗率 シンチョク リツ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネンヒ				※値張りがあるので、計算式をチェック アタイ バ ケイサン シキ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		116,504		100.0%		49,660		100.0%		114.5%		112,233		100.0%		103.8%				101,779		100.0%		114.5%

				EBITDA		11,745		10.1%		-		-		-		-		-		-				12,167		12.0%		96.5%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		12,362		10.6%		-		-		96%		14,057		12.5%		87.9%				12,934		12.7%		95.6%

				営業利益 エイギョウ リエキ		7,635		6.6%		4,490		9.0%		88.6%		8,851		7.9%		86.3%				8,619		8.5%		88.6%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		7,175		6.2%		4,380		8.8%		84.8%		8,993		8.0%		79.8%				8,466		8.3%		84.8%

				当期利益 トウキ リエキ		4,663		4.0%		2,800		5.6%		83.5%		5,968		5.3%		78.1%				5,585		5.5%		83.5%				78.1%		※値張り アタイ バ

				親会社の所有者に帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウ キ リエキ		4,665		4.0%		2,810		5.7%		82.8%		5,970		5.3%		78.1%				5,631		5.5%		82.8%				78.1%		※値張り アタイ バ



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		49,660		100.0%		57.5%		89,306		100.0%		55.1%				85,598		100.0%		57.5%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		7,832		6.7%		-		-		-		14,913		-		-				13,674		13.4%		57.3%				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		49,660		100.0%		287.0%		6,876		100.0%		243.2%				5,826		100.0%		287.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		2,352		2.0%		-		-		-		366		-		-				363		0.4%		647.9%				←　自動リンク ジドウ

										　







				Consolidated PL (IFRS)

						FY 2017										FY 2017 Plan								Previous period

						Amount		Ratio to
Revenue		Planned		Ratio to
Revenue		Ratio to
Plannede		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Planned				Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		116,504		100.0%		49,660		100.0%		114.5%		112,233		100.0%		103.8%		0		101,779		100.0%		114.5%

				EBITDA		11,745		10.1%		-		-		-		-		-		-		0		12,167		12.0%		96.5%

				Adjusted EBITDA		12,362		10.6%		-		-		96%		14,057		12.5%		87.9%		0		12,934		12.7%		95.6%

				Operating profit		7,635		6.6%		4,490		9.0%		88.6%		8,851		7.9%		86.3%		0		8,619		8.5%		88.6%

				Profit before tax		7,175		6.2%		4,380		8.8%		84.8%		8,993		8.0%		79.8%		0		8,466		8.3%		84.8%

				Profit for the year		4,663		4.0%		2,800		5.6%		83.5%		5,968		5.3%		78.1%		0		5,585		5.5%		83.5%

				Profit for the year attributable to owners of the parents		4,665		4.0%		2,810		5.7%		82.8%		5,970		5.3%		78.1%		0		5,631		5.5%		82.8%

				Marugameseimen segment

				Revenue		49,183		100.0%		49,660		100.0%		57.5%		89,306		100.0%		55.1%		0		85,598		100.0%		57.5%

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		6.7%		-		-		-		14,913		-		-		0		13,674		13.4%		57.3%

				Overseas segment

				Revenue		16,720		100.0%		49,660		100.0%		287.0%		6,876		100.0%		243.2%		0		5,826		100.0%		287.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		2,352		2.0%		-		-		-		366		-		-		0		363		0.4%		647.9%





4Q



				連結PL (IFRS) レンケツ

						当期 トウキ						計画 ケイカク								前期 マエ ドウキ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		145,022		100.0%		124.5%		144,673		100.0%		100.2%				116,504		100.0%		124.5%

				EBITDA		8,671		6.0%		73.8%		-		-		-				11,745		10.1%		73.8%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		12,402		8.6%		100.3%		-		-		-				12,362		10.6%		100.3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		2,302		1.6%		30.2%		4,710		3.3%		48.9%				7,635		6.6%		30.2%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		1,337		0.9%		18.6%		4,219		2.9%		31.7%				7,175		6.2%		18.6%

				当期利益 トウキ リエキ		221		0.2%		4.7%		3,017		2.1%		7.3%				4,663		4.0%		4.7%				←値張り注意 アタイ バ チュウイ

				親会社の所有者に帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウ キ リエキ		267		0.2%		5.7%		3,105		2.1%		8.6%				4,665		4.0%		5.7%



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		108.5%		47,039		100.0%		104.6%				45,346		100.0%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%		0.0%				←　自動リンク ジドウ







				Consolidated PL (IFRS)																														Planned（計画した・された）　

						FY 2019 						Full -year forecast								FY 2018														一語だけでは違和感がありますがいかがでしょうか

						Millions of yen		Ratio to revenue		YoY change		Millions of yen		Ratio to revenue		Ratio to budget				Millions of yen		Ratio to revenue		YoY change

				Revenue		145,022		100.0%		124.5%		144,673		100.0%		100.2%				116,504		100.0%		124.5%										上期計画　H1 2018 (forecast) 

				EBITDA		8,671		6.0%		73.8%		-		-		-				11,745		10.1%		73.8%

				Adjusted EBITDA		12,402		8.6%		100.3%		-		-		-				12,362		10.6%		100.3%										売上費　% to Sales 

				Operating profit		2,302		1.6%		30.2%		4,710		3.3%		48.9%				7,635		6.6%		30.2%

				Profit before tax		1,337		0.9%		18.6%		4,219		2.9%		31.7%				7,175		6.2%		18.6%										計画比 % to Plan 

				Profit for the year		221		0.2%		4.7%		3,017		2.1%		7.3%				4,663		4.0%		4.7%

				Profit for the year attributable to owners of the parents		267		0.2%		5.7%		3,105		2.1%		8.6%				4,665		4.0%		5.7%										前年比 YoY



				Marugameseimen segment																														英語では、表記の統一が重要になります。

				Revenue		49,183		100%		108.5%		47,039		100%		104.6%				45,346		100%		0.0%										Pnanned(FY2018 2Q)

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%		0.0%										 (2Q 2018) と期が前に来ます。

				Overseas segment																														カッコの前後には半角スペースが必要です。

				Revenue		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%		0.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%		0.0%





















丸亀PL



				※項目　丸亀製麺を更新すれば他のセグメントもリンク コウモク マ コウシン タ																																																				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期 ダイ シハンキ						計画 ケイカク										前年同期 ゼンネン ドウキ																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキ ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキ ヒ																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		108.5%		47,039		100.0%		104.6%		104.6%				45,346		100.0%		108.5%																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%		117.8%				6,595		14.5%		118.8%		1,237																												税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Marugameseimen segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		49,183		100%		108.5%		47,039		100%		104.6%		104.6%				45,346		100%		108.5%										19,324		-		254.5%

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%		117.8%				6,595		14.5%		118.8%										14,576		75.4%		53.7%























とん一PL



																																																								その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				豚屋とん一セグメントPL  ブタ ヤ イチ																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期						計画										前年同期																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		1,827		100.0%		95.5%		1,940		100.0%		94.2%		94.2%				1,914		100.0%		95.5%																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ		55		3.0%		-		29		1.5%		188.2%		-				△ 12		-		-458.3%		67																												税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Butaya tonichi segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		1,827		100.0%		95.5%		1,940		100.0%		94.2%		94.2%				1,914		100.0%		95.5%										19,324		-		9.5%

				Operating profit of Butaya tonichi segment		55		3.0%		-		29		1.5%		2		-				△ 12		-		-458.3%										14,576		75.4%		0.4%























カフェPL



																																																								その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				カフェセグメントPL 																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期						計画										前年同期																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		2,595		100.0%		149.0%		2,278		100.0%		113.9%		113.9%				1,742		100.0%		149.0%																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ		116		4.5%		168.1%		94		4.1%		123.4%		-				69		4.0%		168.1%																														税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Butaya tonichi segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		2,595		100.0%		149.0%		2,278		100.0%		113.9%		113.9%				1,742		100.0%		149.0%										19,324		-		13.4%

				Operating profit of Butaya tonichi segment		116		4.5%		168.1%		94		4.1%		1		-				69		4.0%		168.1%										14,576		75.4%		0.8%























海外ＰＬ

				海外事業セグメントＰＬ カイガイ ジギョウ

						第2四半期						計画										前年同期

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%		102.0%				14,906		100.0%		112.2%

				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%		124.5%				1,695		11.4%		138.8%		657







				Overseas segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%		102.0%				14,906		100.0%		112.2%

				Operating profit of Overseas segment		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%		124.5%				1,695		11.4%		138.8%

















店舗数



								2019年
3月末 ネン ガツ マツ		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								出店		退店		2019年
9月末 ネン ガツ マツ

										1Q		2Q		3Q		4Q

				国内 コクナイ				1,103		7		0		-2		-4		36		16		1,123

						内、丸亀製麺 ウチ		817		7				-2		-4		11		4		824

				海外 カイガイ				575		-1				1		1		61		34		602

				合 計 ゴウ ケイ				1,678		6		0		-1		-3		97		50		1,725





								2019
Mar		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								Open		Close		2019
June

										1Q		2Q		3Q		4Q

				Domestic				1,103		7		0		(2)		(4)		36		16		1,123

						Marugame Seimen		817		7		0		(2)		(4)		11		4		824

				Overseas				575		(1)		0		1		1		61		34		602

				Total				1,678		6		0		(1)		(3)		97		50		1,725



















国内店舗数

				国内 コクナイ

				運営業態 ウンエイ ギョウタイ						2019年
3月末 ネン ガツ マツ		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								累計 ルイケイ				2019年
9月末 ネン ガツ マツ

												1Q		2Q		3Q		4Q		出店 シュッテン		退店 タイ テン

				丸亀製麺（うどん） マルガメ セイメン						817		5		1		2		-3		11		4		824

						RS				637		7				-2		-4		5		3		639

						SC				180		-2		1		4		1		6		1		185

				とりどーる（焼き鳥） ヤ トリ						15		-1		-1						0		2		13

				豚屋とん一等（豚カツ・トンテキ） ブタ ヤ イチ トウ トン						53										1		0		54

				丸醤屋（ラーメン） マル ジャン ヤ						11								-1		0		1		10

				長田本庄軒（焼きそば） ナ ヤ						10										2		0		12

				コナズ珈琲等（カフェ） コーヒー トウ						29										4		0		33

				天ぷらまきの（天ぷら定食） テン テン テイショク						11										5		0		16

				晩杯屋（立ち飲み） ※1 バン ハイ ヤ タ ノ						49										0		4		45

				ずんどう屋（ラーメン） ヤ						45										3		0		48

				その他 タ						63		-1				1		1		10		5		68				出店 シュッテン		ヤマキ 7、鳥八代 １、いぶき １、福はうち １ トリ ハチダイ フク

				合 計 ゴウ ケイ						1,103		3		0		3		-3		36		16		1,123				退店 タイテン		Collective 2、麺屋どおり １、ヤマキ ２、 メン ヤ









				Domestic

				Brands						Mar
2019		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								During period				Sep
2019								Roadside locations "roadside"は一語です。

												1Q		2Q		3Q		4Q		Open		Close

				Marugame Seimen (Udon)						817		5		1		2		-3		11		4		824								Mall locations/Shopping center locaitons

						Roadside locations				637		7		0		-2		-4		5		3		639

						Shopping center locaitons				180		-2		1		4		1		6		1		185								ショッピングセンターは固有名詞ではないので

				Toridoll (Yakitori)						15		-1		-1		0		0		0		2		13								最初だけ大文字です。

				Butaya Tonichi （Tonkatsu,tonteki）						53		0		0		0		0		1		0		54								とんいちの表記の揺らぎを統一する必要があります

				Marushoya (Ramen)						11		0		0		0		-1		0		1		10

				Nagatahonjoken (Yakisoba)						10		0		0		0		0		2		0		12

				Kona's CoffeeRoasted（Cafe）						29		0		0		0		0		4		0		33

				Makino（Tenpura）						11		0		0		0		0		5		0		16

				Banpaiya (Standing Bar)						49		0		0		0		0		0		4		45

				Zundoya (Ramen)						45		0		0		0		0		3		0		48

				Others						63		-1		0		1		1		10		5		68

				Total						1,103		3		0		3		-3		36		16		1,123























海外店舗数

						海外 カイガイ

						業態 ギョウタイ		運営形態 ウンエイ ケイタイ		持分
比率 モチブン ヒリツ		エリア		直営 チョクエイ								FC								総合計 ソウ ゴウケイ

														2019年 ネン		通期累計 ツウキ ルイ ケイ				2019年 ネン		2019年 ネン		通期累計 ツウキ ルイ ケイ				2019年 ネン

														3月末 ガツ マツ		出店 シュッテン		退店 シリゾ ミセ		9月末 ガツ マツ		3月末 ガツ マツ		出店 シュッテン		退店 シリゾ ミセ		9月末 ガツ マツ

						丸亀製麺 マルガメ セイメン		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		6		2		0		8		0		0		0		0		8

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		韓国 カンコク		6		0		-1		5		4		0		0		4		9

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		90%		台湾 タイワン		30		1		0		31		0		0		0		0		31

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		65%		カンボジア		2		0		-1		1		0		2		0		2		3

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		タイ		19		0		0		19		0		0		0		0		19

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		37%		中国 チュウゴク		76		9		-10		75		5		0		0		5		80		(丸亀製麺等） マルガメ セイメン トウ

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		33%		シンガポール		3		0		0		3		0		0		0		0		3

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		インドネシア		0		0		0		0		51		7		-1		57		57

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		ベトナム		0		0		0		0		10		0		0		10		10

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		オーストラリア		0		0		0		0		2		2		0		4		4

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		フィリピン		0		0		0		0		4		3		0		7		7

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		ロシア		0		0		0		0		6		1		0		7		7		⇒　次回より「ロイヤリティ収入」に変更 ジカイ シュウニュウ ヘンコウ

						譚仔雲南米線		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		中国(香港） チュウゴク ホンコン		53		2		0		55		0		0		0		0		55

						譚仔三哥米線		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		中国(香港） チュウゴク		54		4		0		58		0		0		0		0		58

						MONSTER CURRY		連結子会社 レンケツ コガイシャ		70%		シンガポール		13		0		0		13		0		0		0		0		13

						Wok to Walk		連結子会社 レンケツ コガイシャ		60%		欧州等 オウシュウ トウ		2		0		-2		0		101		11		-6		106		106		←将来的にはエリア別記載とChill Chillの分離を検討 ショウライテキ ベツ キサイ ブンリ ケントウ

						Boat Noodle等 トウ		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		49%		マレーシア等 トウ		65		3		-10		58		6		3		0		9		67		←ＦＣ：インドネシア、ブルネイ、シンガポール

						Boat Noodle		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		ミャンマー		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Shoryu（昇龍） ショウリュウ		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		39%		イギリス		11		0		0		11		0		0		0		0		11

						Poke		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		アメリカ等 トウ		32		0		-1		31		7		11		0		18		49

						とん一 イチ		連結子会社 レンケツ コガイシャ		90%		台湾 タイワン		4		0		-2		2		0		0		0		0		2

						Tokyo Table		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		1		0		0		1		0		0		0		0		1		←Saly Papa含む フク

						Crackin' Kitchen等 トウ		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						合　計 ア ケイ								379		21		-27		373		196		40		-7		229		602



						Overseas

						Brands		Units		Shareholding ratio		Area		 Own stores								FC								Total										3Q FY2017

														2019		FY2019				2019		2019		FY2019				2019												Open　Openings

														Mar		Openings		Closures		Sep		Mar		Openings		Closures		Sep												Close　Closures

						Marugame Seimen		Subsidiaries		100%		USA		6		2		0		8		0		0		0		0		8										Direct operation → Own stores

								Subsidiaries		100%		Korea		6		0		-1		5		4		0		0		4		9										Investment ratio → Shareholding ratio

								Subsidiaries		90%		Taiwan		30		1		0		31		0		0		0		0		31										Operation form → Units

								Subsidiaries		65%		Cambodia		2		0		-1		1		0		2		0		2		3										JVs → Joint ventures

								JVs		40%		Thailand		19		0		0		19		0		0		0		0		19

								JVs		37%		China		76		9		-10		75		5		0		0		5		80		(丸亀製麺等） マルガメ セイメン トウ								Zundouya は海外では　Zund　でしょうか

								JVs		33%		Singapore		3		0		0		3		0		0		0		0		3										また雲南ヌードルの社名も英語にしてください

								FCs		-		Indonesia		0		0		0		0		51		7		-1		57		57										Tam Jai Yunnan Mixian  

								FCs		-		Vietnam		0		0		0		0		10		0		0		10		10										Tam Jai Sam Gor Mixian

								FCs		-		Australia		0		0		0		0		2		2		0		4		4

								FCs		-		Philippines		0		0		0		0		4		3		0		7		7

								FCs		-		Russia		0		0		0		0		6		1		0		7		7										FCS → Franchise stores

						Tam Jai Yunnan Mixian  		Subsidiaries		100%		China		53		2		0		55		0		0		0		0		55

						Tam Jai Sam Gor Mixian		Subsidiaries		100%		China		54		4		0		58		0		0		0		0		58

						MONSTER CURRY		Subsidiaries		70%		Singapore		13		0		0		13		0		0		0		0		13

						Wok to Walk		Subsidiaries		60%		Europe, etc		2		0		-2		0		101		11		-6		106		106

						Boat Noodle, etc		JVs		49%		Malaysia, etc		65		3		-10		58		6		3		0		9		67		←将来的にはエリア別記載とChill Chillの分離を検討 ショウライテキ ベツ キサイ ブンリ ケントウ

						Boat Noodle		JVs		40%		Myanmar		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Shoryu		JVs		39%		UK		11		0		0		11		0		0		0		0		11

						Poke		JVs				USA, etc		32		0		-1		31		7		11		0		18		49

						Ton-ichi		Subsidiaries		90%		Taiwan		4		0		-2		2		0		0		0		0		2

						Tokyo Table		Subsidiaries		100%		USA		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Crackin' Kitchen		Subsidiaries		100%		USA		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Total								379		21		-27		373		196		40		-7		229		602







販管費

						↓　値張り アタイ バ																				Dec
2016		Increase of COGS ratio		Increase of labor cost ratio		Decrease of utitily cost ratio		Increase of Advertising cost ratio		Decrease of other cost ratio		Dec
2017						Outsourced expenses cost ratio

				IFRS																				A		0.0%		6.1%		5.2%		5.2%		5.37%		5.373%		0.0%						4.68%

						当期 トウ キ		前期 ゼン キ		当期 トウ キ		前期 ゼン キ												B		6.6%		0.5%		1.0%		0.3%		0.1%		0.1%		5.5%						0.7%

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		84,611,870,484		76,410,732,534		100.0%		100.0%								6.63%								7.1%		6.2%		5.5%		5.60%		5.47%								6.29%

				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		22,114,638,095		19,597,952,094		26.1%		25.6%		0.49%		0.5%				0.49%																		-0.003%

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		62,497,232,389		56,812,780,440		73.9%		74.4%		-0.49%		-0.5%				0.95%						12.63%												11.38%

				人件費 ジンケンヒ		25,998,829,075		22,750,669,742		30.7%		29.8%		0.95%		1.0%				-0.30%

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		5,600,694,221		5,285,510,882		6.6%		6.9%		-0.30%		-0.3%				0.11%

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		3,008,620,794		2,630,257,849		3.6%		3.4%		0.11%		0.2%				0.30%

				外部委託費 ガイブ イタク ヒ		1,204,491,635		556,939,561		1.4%		0.7%		0.69%		0.9%

				減価償却 ゲンカ ショウキャク		2,822,536,290		2,630,600,253		3.3%		3.4%		-0.11%		0.1%

				非経常的費用項目 ヒ ケイジョウ テキ ヒヨウ コウモク						0.0%		0.0%		0.00%		0.0%

				その他経費 タ ケイヒ		20,280,276,639		18,621,209,302		24.0%		24.4%		-0.40%		-0.4%

				販管費合計 ハンカンヒ ゴウケイ		56,092,912,364		49,844,587,336		66.3%		65.2%		1.06%		1.1%

				減損損失 ゲンソン ソンシツ		197,019,359		174,192,361		0.2%		0.2%		0.00%		0.0%

				その他の営業収益		209,974,802		373,096,998		0.2%		0.5%		-0.24%		-0.2%

				その他の営業費用		290,358,876		182,532,680		0.3%		0.2%		0.10%		0.1%

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,126,916,592		6,984,565,061		7.2%		9.1%		-1.90%		-1.9%

				金融収益		214,537,303		158,888,535		0.3%		0.2%		0.05%		0.0%

				金融費用		204,615,613		209,755,449		0.2%		0.3%		-0.03%		-0.0%

				持分法による投資損益		(45,923,735)		32,780,539		-0.1%		0.0%		-0.10%		-0.1%

				税引前利益-IFRS		6,090,914,547		6,966,478,686		7.2%		9.1%		-1.92%		-1.9%



				EBITDA		9,029,836,956		9,424,600,996		10.7%		12.3%		-1.66%		-1.7%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		9,625,721,108		9,650,528,423		11.4%		12.6%		-1.25%		0.1%





				※アウトラインの資料は＋－がややこしいので、アウトラインと違う資料をもらうこと！ シリョウ チガ シリョウ



						当期 トウ キ				前期 ゼン キ

				売上収益-IFRS		84,611,870,484				76,410,732,534

				売上原価-IFRS		22,114,638,095		26.1%		19,597,952,094		25.6%		0.5%

				売上総利益-IFRS		62,497,232,389		73.9%		56,812,780,440		74.4%		-0.5%

				役員報酬		108,250,002		0.1%		96,300,000		0.1%		0.0%

				従業員給与手当		4,251,910,385		5.0%		3,264,218,911		4.3%		0.8%

				従業員賞与		294,363,696		0.3%		347,556,450		0.5%		-0.1%

				従業員賞与引当金繰入額		263,711,252		0.3%		178,669,616		0.2%		0.1%

				アルバイト料		18,107,580,347		21.4%		16,321,483,339		21.4%		0.0%

				法定福利費		1,892,859,523		2.2%		1,521,885,102		2.0%		0.2%

				厚生費		273,222,179		0.3%		236,219,611		0.3%		0.0%

				退職給付費用		149,941,697		0.2%		133,743,809		0.2%		0.0%

				研修費		91,559,816		0.1%		53,362,661		0.1%		0.0%

				株式報酬費用		54,682,240		0.1%		61,835,720		0.1%		-0.0%

						25,998,829,075		30.7%		22,750,669,742		29.8%		1.0%

				減価償却費(販管)		2,822,536,290		3.3%		2,630,600,253		3.4%		-0.11%

				地代家賃		8,669,876,965		10.2%		7,984,604,610		10.4%		-0.20%

				電気料金		3,114,409,866		3.7%		2,811,307,132		3.7%		0.00%

				ガス料金		604,463,439		0.7%		521,485,071		0.7%		0.03%

				水道料金		1,861,837,616		2.2%		1,932,147,803		2.5%		-0.3%

						5,600,694,221		6.6%		5,285,510,882		6.9%		-0.3%

				備品消耗品費		1,536,121,739		1.8%		1,423,941,890		1.9%		-0.0%

				厨房備品食器費		616,137,407		0.7%		622,442,100		0.8%		-0.1%

				炭代		19,983,300		0.0%		20,570,876		0.0%		-0.0%

				被服費		310,825,129		0.4%		273,273,775		0.4%		0.0%

				開店時経費		250,779,337		0.3%		163,398,764		0.2%		0.1%

				定期メンテナンス費		476,580,650		0.6%		390,988,628		0.5%		0.1%

				保守点検料		2,054,919		0.0%		354,650		0.0%		0.0%

				警備料		595,671,384		0.7%		551,618,341		0.7%		-0.0%

				求人広告費		510,747,938		0.6%		535,394,523		0.7%		-0.1%

				支払手数料		657,366,431		0.8%		473,775,940		0.6%		0.2%

				荷造費		1,896		0.0%				0.0%		0.0%

				運搬費		964,386		0.0%				0.0%		0.0%

				リース・賃借料		26,867,764		0.0%		13,271,124		0.0%		0.0%

				外部委託費		1,204,491,635		1.4%		556,939,561		0.7%		0.7%												Dec
2016		Increase of COGS ratio		Increase of labor cost ratio		Decrease of utitily cost ratio		Increase of Advertising cost ratio		Decrease of other cost ratio		Dec
2017

				寄付金		15,017,016		0.0%		6,152,671		0.0%		0.0%												0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.00%		0.000%		0.0%

				衛生管理費		692,339,799		0.8%		609,215,331		0.8%		0.0%

				塵芥料		530,476,058		0.6%		504,529,603		0.7%		-0.0%												H29.3期
3Q キ		売上
原価率
の増加 ウリアゲ ゲンカ リツ ゾウカ		人件費率
の増加 ジンケンヒ リツ ゾウカ		水道
光熱費率
の減少 スイドウ コウネツヒ リツ ゲンショウ		広告宣伝費率
の増加 コウコク センデンヒ リツ ゾウカ		その他
経費率
の増加 タ ケイヒ リツ ゾウカ		H30.3期
3Q キ						外部委託費
の増加 ガイブ イタク ヒ ゾウカ

				お客様対応費		14,658,964		0.0%		13,904,231		0.0%		-0.0%

				商品開発費		48,854,784		0.1%		28,088,380		0.0%		0.0%

				業態開発費		7,795,434		0.0%		9,889,498		0.0%		-0.0%

				広告宣伝費		3,008,620,794		3.6%		2,630,257,849		3.4%		0.1%

				福利厚生費(販管)		1,296,795		0.0%				0.0%		0.0%

				接待交際費		85,773,510		0.1%		94,771,534		0.1%		-0.0%

				会議費		20,621,775		0.0%		13,479,002		0.0%		0.0%																悪化 アッカ		改善 カイゼン

				旅費交通費		641,341,918		0.8%		514,056,094		0.7%		0.1%														12.6%						12.6%

				通信費		406,286,357		0.5%		402,376,664		0.5%		-0.0%												原価 ゲンカ				0.5%				12.1%

				事業税等		4,283,742		0.0%				0.0%		0.0%												人件費 ジンケンヒ				1.0%				11.2%

				租税公課		383,083,463		0.5%		721,992,640		0.9%		-0.5%												水道光熱費 スイドウ コウネツヒ						0.3%		11.5%

				修繕費		1,010,202,596		1.2%		817,273,886		1.1%		0.1%												広告宣伝費 コウコク センデンヒ				0.1%				11.3%

				保険料		141,634,593		0.2%		117,153,401		0.2%		0.0%												外部委託費 ガイブ イタク ヒ				0.7%				10.6%

				貸倒引当金繰入額(販管)				0.0%		0		0.0%		0.0%																				10.6%

				のれん償却額				0.0%		0		0.0%		0.0%

				雑費		315,321,537		0.4%		240,056,292		0.3%		0.1%														11.4%						0.8%

				為替換算誤差		(4,495,999)		-0.0%		0		0.0%		-0.0%

				販売費及び一般管理費-IFRS		56,092,912,364		66.3%		49,844,587,336		65.2%		1.1%

				減損損失(特別)		197,019,359		0.2%		174,192,361		0.2%		0.0%

				減損損失-IFRS		197,019,359		0.2%		174,192,361		0.2%		0.0%

				受取協賛金		28,347,221		0.0%		7,182,014		0.0%		0.0%

				受取給付金				0.0%		18,631,066		0.0%		-0.0%

				受取保険金		8,389,093		0.0%		20,827,797		0.0%		-0.0%

				受取地代家賃		39,790,668		0.0%		29,405,074		0.0%		0.0%

				店舗閉鎖損失引当金戻入益		3,024,900		0.0%		42,842,250		0.1%		-0.1%

				その他の営業外収益		129,591,887		0.2%		103,524,768		0.1%		0.0%

				その他特別利益		831,033		0.0%		150,684,029		0.2%		-0.2%

				負ののれん償却額				0.0%		0		0.0%		0.0%

				その他の営業収益-IFRS		209,974,802		0.2%		373,096,998		0.5%		-0.2%

				固定資産除却損（営業外）		189,939,267		0.2%		63,302,783		0.1%		0.1%

				固定資産売却損(特別)		1,891,623		0.0%		5,436,180		0.0%		-0.0%

				固定資産除却損(特別)		15,054,213		0.0%		1,613,675		0.0%		0.0%

				その他の営業外費用		81,259,435		0.1%		30,858,047		0.0%		0.1%

				その他特別損失		2,214,338		0.0%		81,321,995		0.1%		-0.1%

				その他の営業費用-IFRS		290,358,876		0.3%		182,532,680		0.2%		0.1%

				営業利益-IFRS		6,126,916,592		7.2%		6,984,565,061		9.1%		-1.9%

				受取利息		111,269,374		0.1%		132,166,662		0.2%		-0.0%

				受取配当金		0		0.0%		1,082,988		0.0%		-0.0%

				為替差益		102,406,861		0.1%		25,243,762		0.0%		0.1%

				貸倒引当金戻入額		861,068		0.0%		395,123		0.0%		0.0%

				金融収益-IFRS		214,537,303		0.3%		158,888,535		0.2%		0.0%

				支払手数料（営業外）		176,301		0.0%				0.0%		0.0%

				支払利息及び割引料		204,439,312		0.2%		209,738,516		0.3%		-0.0%

				投資有証評価損(特別)				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替差損		0		0.0%		0		0.0%		0.0%

				貸倒引当金繰入額(営業外)				0.0%		16,933		0.0%		-0.0%

				金融費用-IFRS		204,615,613		0.2%		209,755,449		0.3%		-0.0%

				金融収益・費用純額-IFRS		9,921,690		0.0%		(50,866,914)		-0.1%		0.1%

				持分法による投資利益		0		0.0%		32,780,539		0.0%		-0.0%

				持分法による投資損失		45,923,735		0.1%		0		0.0%		0.1%

				持分法による投資損益-IFRS		(45,923,735)		-0.1%		32,780,539		0.0%		-0.1%

				税引前利益-IFRS		6,090,914,547		7.2%		6,966,478,686		9.1%		-1.9%

				法人税、住民税及び事業税		2,268,587,516		2.7%		2,404,932,387		3.1%		-0.5%

				法人税等調整額		(168,234,397)		-0.2%		(125,953,201)		-0.2%		-0.0%

				法人所得税費用-IFRS		2,100,353,119		2.5%		2,278,979,186		3.0%		-0.5%

				当期利益-IFRS		3,990,561,428		4.7%		4,687,499,500		6.1%		-1.4%

				少数株主損益		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				少数株主損益(控除)		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				当期利益(計)		3,976,600,697		4.7%		4,703,918,074		6.2%		-1.5%

				少数株主損益(加算)		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				少数株主損益調整前当期純利益2		3,990,561,428		4.7%		4,687,499,500		6.1%		-1.4%

				為替換算調整勘定-期首調整				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定-増減		(24,512,511)		-0.0%		(673,794,264)		-0.9%		0.9%

				為替換算調整勘定-組替調整額				0.0%		(8,967,051)		-0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定-換算調整		190,918,936		0.2%		(222,390,934)		-0.3%		0.5%

				為替換算調整勘定-税効果				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定		166,406,425		0.2%		(905,152,249)		-1.2%		1.4%

				在外営業活動体の換算差額-IFRS		166,406,425		0.2%		(905,152,249)		-1.2%		1.4%

				為替換算調整勘定-持分損益		60,941,835		0.1%		(655,780,616)		-0.9%		0.9%

				持分法適用会社に対する持分相当額		60,941,835		0.1%		(655,780,616)		-0.9%		0.9%

				その他の包括利益合計-IFRS		227,348,260		0.3%		(1,560,932,865)		-2.0%		2.3%

				包括利益-IFRS		4,217,909,688		5.0%		3,126,566,635		4.1%		0.9%

				親会社株主に係る包括利益		4,138,526,729		4.9%		3,251,408,331		4.3%		0.6%

				為替換算調整勘定-少持損益		65,422,228		0.1%		(108,423,122)		-0.1%		0.2%

				少数株主に係る包括利益		79,382,959		0.1%		(124,841,696)		-0.2%		0.3%

				資本剰余金期首残高		4,007,005,257		4.7%		3,946,667,082		5.2%		-0.4%

				資本剰余金期首残高計		4,007,005,257		4.7%		3,946,667,082		5.2%		-0.4%

				新株式発行高		0		0.0%				0.0%		0.0%

				ストックオプション行使		46,021,543		0.1%		61,421,483		0.1%		-0.0%

				子会社増加増加高(CS)		0		0.0%		580,547,721		0.8%		-0.8%

				持分増加増加高(CS)				0.0%		(580,547,721)		-0.8%		0.8%

				資本剰余増加(その他)				0.0%		(7,179,474)		-0.0%		0.0%

				資本剰余金増加額計		46,021,543		0.1%		54,242,009		0.1%		-0.0%

				資本剰余金期末残高計		4,053,026,800		4.8%		4,000,909,091		5.2%		-0.4%

				利益剰余金期首残高		25,668,638,036		30.3%		21,218,844,514		27.8%		2.6%

				利益剰余金期首調整額		144,544,938		0.2%		0		0.0%		0.2%

				利益剰余金期首残高計		25,813,182,974		30.5%		21218844514		27.8%		2.7%

				当期利益計		3,976,600,697		4.7%		4,703,918,074		6.2%		-1.5%

				子会社増加増加高(SS)		0		0.0%		-8607819577		-11.3%		11.3%

				子会社減少増加高(SS)		310		0.0%				0.0%		0.0%

				持分増加増加高(SS)				0.0%		8607819577		11.3%		-11.3%

				利益剰余金増加額計		3,976,601,007		4.7%		4703918074		6.2%		-1.5%

				支払配当金(前期分)		0		0.0%		1		0.0%		-0.0%

				支払配当金(期末)		1,127,884,966		1.3%		1039355784		1.4%		-0.0%

				子会社増加減少高(SS)		0		0.0%				0.0%		0.0%

				子会社減少減少高(SS)		3,106,557		0.0%		0		0.0%		0.0%

				持分減少減少高(SS)		0		0.0%		0		0.0%		0.0%

				利益剰余金減少額計		1,130,991,523		1.3%		1039355785		1.4%		-0.0%

				利益剰余金期末残高計		28,658,792,458		33.9%		24883406803		32.6%		1.3%



























































































































































A	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	0	6.1414073879174302E-2	5.1884232756536808E-2	5.18	84232756536808E-2	5.3728542335630798E-2	5.3728542335630798E-2	0	B	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	6.6298074929537765E-2	4.8840010503634623E-3	9.5298411226374946E-3	2.9795907585764281E-3	1.1352811794824377E-3	1E-3	5.4763246846318239E-2	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	1	





丸亀製麺　販管費

				2017.06		原価率 ゲンカ リツ		人件費率 ジンケンヒ		水道光熱費率 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費率 コウコク センデンヒ		その他経費率 タ ケイヒ		2018.06

				丸亀製麺 マ

				June
2017		COGS ratio		labor cost ratio		utitily cost ratio		Advertising cost ratio		other cost ratio		June
2018

						15.80%		15.10%		15.00%		15.00%		15.20%

				16.10%		0.30%		0.70%		0.10%		0.70%		0.50%		15.20%



				June
2017		COGS ratio		labor cost ratio		utitily cost ratio		Advertising cost ratio		other cost ratio		June
2018

						2.800%		2.100%		2.000%		2.000%		2.200%

				3.100%		0.30%		0.70%		0.10%		0.70%		0.50%		2.200%





				連結 レンケツ

				H29.03		原価 ゲンカ		人件費 ジンケンヒ		水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費 コウコク センデンヒ		その他経費 タ ケイヒ		H30.03

						24.80%		24.80%		25.50%

				26.50%		1.70%		0.70%		0.40%		0.00%		0.30%		24.20%



				H29.03		原価 ゲンカ		人件費 ジンケンヒ		水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費 コウコク センデンヒ		その他経費 タ ケイヒ		H30.03

						-0.200%		-0.200%		0.500%

				1.500%		1.70%		0.70%		0.40%						-0.800%

				Mar
2017		COGS ratio		labor cost ratio		utitily cost ratio		Advertising cost ratio		other cost ratio		Mar
2018						Outsourced expenses cost ratio

				0		150		250		100

				150		100		50		200		100



0	150	250	100	150	100	50	200	100	June	
2017	COGS ratio	labor cost ratio	utitily cost ratio	Advertising cost ratio	other cost ratio	June	
2018	2.7999999999999997E-2	2.0999999999999991E-2	1.999999999999999E-2	1.999999999999999E-2	2.1999999999999992E-2	June	
2017	COGS ratio	labor cost ratio	utitily cost ratio	Advertising cost ratio	other cost ratio	June	
2018	3.1E-2	3.0000000000000001E-3	7.0000000000000001E-3	1E-3	7.0000000000000001E-3	5.0000000000000001E-3	2.1999999999999992E-2	

海外概況

				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				アジア		台湾		出店拡大中		商品・マーケティング施策の強化により、直近では既存店前年比で前年を上回る月もある。経営体制を再整備し、更なる事業拡大に必要な体制を構築中。豚カツ業態も4店舗運営。 ショウヒン シサク キョウカ チョッキン キゾン テン ゼンネン ゼンネン ウワマワ ツキ ケイエイ タイセイ サイセイビ サラ ジギョウ カクダイ ヒツヨウ タイセイ コウチク ナカ		3,200百万 / 390百万  ヒャク マン ヒャクマン

						韓国		収益改善中		2018年に大幅な不採算店舗を閉店したことにより収益基盤が強化。今後は既存店の収益性の強化を図り、全社黒字を目指す。 ネン オオハバ フサイサン テンポ ヘイテン シュウエキ キバン キョウカ コンゴ キゾン テン シュウエキセイ キョウカ ハカ ゼンシャ クロジ メザ		550百万 / 5百万  ヒャク マン ヒャクマン						韓国				2018年に大幅な不採算店舗を閉店したことにより収益基盤が強化。2019年は既存店の収益性の強化を行い、全社黒字を目指す。 ネン オオハバ フサイサン テンポ ヘイテン シュウエキ キバン キョウカ ネン キゾン テン シュウエキセイ キョウカ オコナ ゼンシャ クロジ メザ

						中国		出店拡大中		北京、上海、香港などの大都市での展開に力点をおいて展開中。試験的に地方都市にも出店していたが、日本食に対して市場が未成熟であったこともあり苦戦。不採算店舗は閉鎖し、今後は十分な市場のある大都市にフォーカスする。 ペキン シャンハイ ホンコン ダイトシ テンカイ リキテン テンカイチュウ シケンテキ チホウ トシ シュッテン ニホンショク タイ シジョウ ミセイジュク クセン フサイサン テンポ ヘイサ コンゴ ジュウブン シジョウ ダイトシ								中国				北京、上海、香港などの大都市での展開に力点をおいて展開中。試験的に地方都市にも出店をしていたが、日本食に対して市場が未成熟であったこともあり、不採算店舗は閉鎖し、今後は十分な市場のある大都市にフォーカスする。 ペキン シャンハイ ホンコン ダイトシ テンカイ リキテン テンカイチュウ シケンテキ チホウ トシ シュッテン ニホンショク タイ シジョウ ミセイジュク フサイサン テンポ ヘイサ コンゴ ジュウブン シジョウ ダイトシ

						香港（雲南） ホンコン ウンナン				現在「譚仔雲南米線」「譚仔三哥米線」を計105店舗(12月末現在)を展開。香港で雲南ヌードル業態のシェアは7割と圧倒的なブランド力を誇る。
2社を統合管理するCEO、CFOをはじめ、マネジメント層を採用し 　グループ会社としてのガバナンス強化および更なる成長を実現する 　ための経営強化を図っている 。
現在はトリドールHDと協力しながらさらなるブランド強化のための施策やノウハウの伝承を実施中。将来的には、香港国内において150～160店舗体制を目指す。 ガツマツ リョク シサク デンショウ ジッシ チュウ タイセイ		3390百万 / 560百万  ヒャク マン ヒャクマン										2社を統合管理するCEO、CFOをはじめ、マネジメント層を採用し 　グループ会社としてのガバナンス強化および更なる成長を実現する 　ための経営強化を図っている 

				東南アジア トウナン		タイ 		収益改善中		店舗段階のEBITDAが平均で15%前後、25％前後の店舗が多数あり比較的堅調に推移している。不採算店舗の整理や本部費の合理化を図り、収益強化を図っている。								タイ 				店舗段階のEBITDAが平均で15%前後、25％前後の店舗が多数あり比較的堅調に推移している。不採算店舗の整理や本部費の合理化を図り、収益強化を図っている。 テンポ ダンカイ ヘイキン ゼンゴ ゼンゴ テンポ タスウ ヒカクテキ ケンチョウ スイイ フサイサン テンポ セイリ ホンブ ヒ ゴウリカ ハカ シュウエキ キョウカ ハカ

						インドネシア		出店拡大中		ジャカルタにおける主要モールを中心に丸亀製麺を展開すると共に、更なる拡大を狙い地方都市での拡大を図っている。顧客層の拡大も視野に入れたエクスプレス店の導入も検討中で、2025年までに100店舗展開を目指す。 コキャクソウ カクダイ シヤ イ テン ドウニュウ ケントウチュウ ネン テンポ テンカイ メザ				 				インドネシア				ジャカルタにおける主要モールを中心に丸亀製麺を展開すると共に、更なる拡大を狙い地方都市での拡大を図っている。顧客層の拡大も視野に入れたエクスプレス店の導入も検討中で、2025年までに100店舗展開を目指す。 コキャクソウ カクダイ シヤ イ テン ドウニュウ ケントウチュウ ネン テンポ テンカイ メザ

						ベトナム		収益改善中		ホーチミンの既存店の収益性向上に向け注力。実験店舗にて様々な施策を実施し、横展開を進める。加えて、ハノイ、ハイフォンなどの北部地域でサブフランチャイズでの出店を予定。 キゾン テン シュウエキセイ コウジョウ ム チュウ チカラ ジッケン テンポ サマザマ シサク ジッシ ヨコ テンカイ スス クワ ホクブ チイキ シュッテン ヨテイ								ベトナム				2019年はホーチミンの既存店の収益性の改善に力を入れる。実験店舗を導入し、様々な施策を実施、横展開を進めていく。加えて、ハノイ、ハイフォンといった北部地域でサブフランチャイズにて2-3店舗の出店を予定。 ネン キゾン テン シュウエキセイ カイゼン チカラ イ ジッケン テンポ ドウニュウ サマザマ シサク ジッシ ヨコ テンカイ スス クワ ホクブ チイキ テンポ シュッテン ヨテイ



				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				東南アジア トウナン		カンボジア		収益改善中		既存レギュラー店の収益が向上し、前年比で約110％の伸びを示している。直営店に加え、フランチャイズ加盟店の出店立地も確定しており、プノンペンにおける更なる展開が予定されている。郊外向けの新業態（丸亀製麺）も展開しており、より広範囲に展開できるよう模索中。		80百万 / △21百万  ヒャク マン ヒャクマン						カンボジア				既存レギュラー店の収益が向上し、前年比で約110％の伸びを示している。直営店に加え、フランチャイズ加盟店の出店立地も確定しており、プノンペンにおける更なる展開が予定されている。郊外向けの新業態（丸亀製麺）も展開しており、より広範囲に展開できるよう模索中。 キゾン テン シュウエキ コウジョウ ゼンネンヒ ヤク ノ シメ チョクエイ テン クワ カメイ テン シュッテン リッチ カクテイ サラ テンカイ ヨテイ コウガイ ム シンギョウタイ マルガメ セイメン テンカイ コウハンイ テンカイ モサクチュウ

						マレーシア
（ Boat Noodle 、他） ホカ		出店拡大中		主力業態であるBoatNoodleに力点を置いて展開中。マレーシア国内でBoatNoodleのみで50店舗（過去2年間で約40店舗の開店）を展開しており、現地で認知度の高いブランドとして成長している。
店舗段階のみならず、全社でもEBITDA20%を超える好業績で、今後の更なる発展が期待される。国外の展開も進み、ブルネイ、ミャンマー、インドネシア、シンガポールに出店済み。更なる進出に向けて取り組み中。								マレーシア
（ Boat Noodle 、他） ホカ				主力業態であるBoatNoodleに力点を置いて展開中。マレーシア国内でBoatNoodleのみで50店舗（過去2年間で約40店舗の開店）を展開しており、現地で認知度の高いブランドとして成長している。
店舗段階のみならず、全社でもEBITDA20%を超える好業績で、今後の更なる発展が期待される。国外の展開も進み、ブルネイ、ミャンマー、インドネシア、シンガポールに出店済み、更なる進出に向けて取り組み中。 シュリョク ギョウタイ リキテン オ テンカイチュウ コクナイ テンポ カコ ネンカン ヤク テンポ カイテン テンカイ ゲンチ ニンチド タカ セイチョウ テンポ ダンカイ ゼンシャ コ コウギョウセキ コンゴ サラ ハッテン キタイ コクガイ テンカイ スス シュッテン ズ サラ シンシュツ ム ト ク チュウ

						フィリピン				フランチャイズとして丸亀製麺１号店を2017年8月、2号店を2018年2月、3号店を同年8月、4号店を11月にをオープンしたが、いずれも好業績を維持。
今後は更なる拡大を狙いマニラ地域での出店を加速していく予定。 ゴウテン ネン ガツ ゴウ テン ドウ ネン ガツ ス ギョウセキ イジ コンゴ								フィリピン				2018年11月に4号店をオープンしたが、どの店舗も業績好調で年換算1,000万円以上の売上を誇る。2019年は更なる拡大を狙いマニラ地域での出店を加速していく予定。4月以降の出店攻勢で年間7店舗出店を目指す。 ネン ガツ ゴウテン テンポ ギョウセキ コウチョウ トシ カンサン マンエンイジョウ ウリアゲ ホコ ネン サラ カクダイ ネラ チイキ シュッテン カソク ヨテイ ガツ イコウ シュッテン コウセイ ネンカン テンポ シュッテン メザ

						ミャンマー
（Boat Noodle）				現地飲食最大手のYKKO社と合弁会社を設立し、２０１７年１０月よりBoatNoodle業態をフランチャイズで展開。これまでミャンマーにはないオシャレな空間と食事を楽しめるお店として受け入れられ、賑わいを見せている。現状、２店舗のオープンを目指している。								ミャンマー
（Boat Noodle）				現地飲食最大手のYKKO社と合弁会社を設立し、２０１７年１０月よりBoatNoodle業態をフランチャイズで展開。これまでミャンマーにはないオシャレな空間と食事を楽しめるお店として受け入れられ、賑わいを見せている。現状、２店舗のオープンを目指している。 カイシャ ゲンジョウ

						シンガポール
（丸亀製麺） マ				中国合弁を介してシンガポールにて3店舗出店。賃料は高いものの、認知拡大を目的に代表的なモールへ出店をしている。認知浸透と共に収益性も向上しており、当面は3店舗に集中して足場を固める方針。 リョウ セイ								シンガポール
（丸亀製麺） マ				中国合弁を介してシンガポールにて3店舗出店。家賃は高いものの、認知拡大を目的に代表的なモールへの出店をしている。認知浸透と共に収益も向上しており、当面は3店舗に集中して足場を固める方針。 チュウゴク ゴウベン カイ テンポ シュッテン ヤチン タカ ニンチ カクダイ モクテキ ダイヒョウテキ シュッテン ニンチ シントウ トモ シュウエキ コウジョウ トウメン テンポ シュウチュウ アシバ カタ ホウシン

						シンガポール
（MONSTER CURRY）				シンガポール国内で11店舗を展開中（2018年12月末現在）。シンガポールの日本式カレー市場で圧倒的なシェアNO.1を獲得している。
現在はトリドールHDと協働しながら、さらなる強みの強化とトリードールHDが所有する店舗運営ノウハウの継承を実施中。今後は、シンガポールの日本式カレー市場におけるポジショニングをさらに強化し、2025年までに20店体制を目指す。 コンゴ タイセイ メザ								シンガポール
（MONSTER CURRY）				現在、モンスターカレーはシンガポール国内で11店舗を展開中（2018年12月末現在）。「モンスターカレー」はシンガポールの日本式カレー市場で圧倒的なシェアNO.1を獲得している。現在はトリドールHDと協働しながら、さらなるモンスターカレーの強みの強化とトリードールが所有する店舗運営のノウハウの継承を実施中。これらを組み合わせることで、シンガポールの日本式カレー市場におけるモンスターカレーのポジショニングをさらに強化し、2025年までに20店に増やす。 ゲンザイ コクナイ テンポ テンカイチュウ ネン ガツ マツ ゲンザイ シジョウ ゲンザイ キョウドウ ツヨ キョウカ ショユウ ケイショウ ジッシチュウ ク ア ニホンシキ シジョウ キョウカ



				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				アメリカ		TDC（Tokyo Ｔable) 		－		1号店アーバイン店は世界でも上位の高い売上を堅持し、安定的な黒字体質。
2号店アルハンブラ店を業態転換した”日本の洋食”を軸にした新業態"Saly papa"は客数は確保するも客単価の向上に苦戦。		780百万 / △280百万  ヒャク マン ヒャクマン						TDC（Tokyo Ｔable) 		－		1号店アーバイン店は世界でも上位の高い売上を堅持し、安定的な黒字体質。2号店アルハンブラ店を業態転換した”日本の洋食”を軸にした新業態"Saly papa"は客数は確保するも客単価の向上に苦戦。撤退の方向性で検討をしている ケンジ アンテイテキ クロジタイシツ ギョウタイ テンカン シン キャクスウ カクホ キャクタンカ コウジョウ クセン テッタイ ホウコウセイ ケントウ

						丸亀製麺		本土一号店出店		ハワイWaikikki店は依然好調を維持　世界トップの売上を誇る（最高日商も更新）。
2017年9月にオープンしたロサンゼルス・Sawtelle店、2018年1月にオープンのサンフランシスコ・Stonestown店はさらなる改善が進み、売上が伸張。3号店がLA・ビバリーヒルズ店舗はモールの集客が鈍化しており店舗モデルの構築に苦戦。また、2018年12月に4号店がグレンデールにオープンし、米国では初の丸亀フードコートモデルの構築に取り組んでいる。 ネン ガツ		ハワイ
830百万 / 120百万
本土：軽微                  ホンド ケイビ						丸亀製麺		本土一号店出店		ハワイWaikikki店は依然好調を維持　世界トップの売上を誇る（最高日商も更新）。
2017年9月にオープンしたロサンゼルス・Sawtelle店、2018年1月にオープンのサンフランシスコ・Stonestown店はさらなる改善が進み、売上が伸張。3号店がLA・ビバリーヒルズ店舗はモールの集客が鈍化しており店舗モデルの構築に苦戦。また4号店のグレンデールがオープンし、米国では初の丸亀フードコートモデルの構築に取り組む サイコウ ニッショウ コウシン テン テン カイゼン スス ウリアゲ シンチョウ テンポ シュウキャク ドンカ テンポ コウチク クセン ゴウテン ベイコク ハツ マルガメ コウチク ト ク

						CRACKIN’KITCHEN		出店準備中		ハワイ店は依然好調を維持　世界１、２位の売上を誇る。2018年3月LAに本土１号店メニュー改善やマーケ施策が結果に結びつかず、閉店。		590百万 / 70百万  ヒャク マン ヒャクマン						CRACKIN’KITCHEN		出店準備中		ハワイ店は依然好調を維持　世界１、２位の売上を誇る。2018年3月LAに本土１号店メニュー改善やマーケ施策が結果に結びつかず、閉店 テン ネン ホンド ゴウテン カイゼン シサク ケッカ ムス ヘイテン

						POKE				2018年8月に出資を完了し提携開始。10-12月にかけて積極的に新店をオープンし、現在は32店舗体制に。2019年も約30店舗(すべてFC)の出店を計画中。品質保証や購買面で、トリドールHDのノウハウ移管を検討している。 タイセイ								POKE				2018年8月に出資を完了し提携開始。10-12月にかけて積極的に新店をオープンし、現在は30店舗強に。2019年も約30店舗(すべてFC)の積極出店を計画中。品質保証や購買面で、トリドールHDのノウハウ移管を検討している ネン ガツ シュッシ カンリョウ テイケイ カイシ セッキョクテキ ゲンザイ テンポ キョウ セッキョク シュッテン ケイカクチュウ ケントウ

				イギリス		Shoryu		出店拡大中		引き続きロンドンでのドミナント展開を進める。唯一の郊外店であるマンチェスター店とオクスフォード店は賃料や物流費などのコストカットを実施中。
単価を抑えたラーメンのほか、焼きそば・カツカレーなどの新メニューを導入。また、グデタマなどキャラクターを使用した販促のほか、店外からの視認性を高める施策など、集客に向けた取り組みも実施しており、全体として成果が出ている。								Shoryu				引き続きロンドンでのドミナント展開を進める。唯一の郊外店であるマンチェスター店とオクスフォード店は賃料や物流費などのコストカットを実施中。
商品は単価を抑えたラーメンや、グデタマなどキャラクターを使用した販促、焼きそばやカツカレーなどの新メニューを導入。店外からの視認性を高める施策など、集客に向けた取り組みも実施しており、全体として成果が出ている。 テンカイ ユイイツ コウガイ テン テン テン チンリョウ ブツリュウ ヒ ジッシ チュウ ショウヒン タンカ オサ シヨウ ハンソク ヤ シン ドウニュウ テン ガイ シニンセイ タカ シサク シュウキャク ム ト ク ジッシ ゼンタイ セイカ デ

				ロシア		丸亀製麺		収益改善中		2020年12月期より、合弁を解消し、全店FC化。これにより資金の外部調達も可能になり、モスクワにてFC、サブFC店の展開を画策、積極的な出店と既存店強化を目論む。
今後は、収益拡大とともにこれまで出店のなかった立地への新規出店を行い、店舗数の拡大を予定している。						ロシア		丸亀製麺		収益改善中		2020年12月期より、合弁を解消し、全店FC化。これにより資金の外部調達も可能になり、モスクワにてFC、サブFC店の展開を画策、積極的な出店と既存店強化を目論む。今後は、収益拡大とともに、ロシアにおけるTier oneモールからの誘いもある中で、これまで出店のなかった立地への新規出店を行い、店舗数の拡大を予定している。日本からのサポート方法についても、引き続き検討。 ネン ガツキ ゴウベン カイショウ ゼンテン カ シキン ガイブチョウタツ カノウ ミセ テンカイ カクサク セッキョクテキ シュッテン キョウカ モクロ コンゴ シュウエキカクダイ サソ ナカ シュッテン リッチ シンキ シュッテン オコナ テンポスウ カクダイ ヨテイ ニホン ホウホウ ヒ ツヅ ケントウ

				その他 タ		ＷＯＫ ＴＯ ＷＡＬＫ		出店拡大中		フランスにおける大型契約を含む複数のフランチャイジーが存在することにより、フランチャイズビジネスは堅調に推移し、順調に店舗数を拡大している。
苦戦中の米国での直営店は具材やオペレーションの見直しを行った。		軽微 ケイビ						ＷＯＫ ＴＯ ＷＡＬＫ				フランスにおける大型契約を含む複数のフランチャイジーが存在することにより、フランチャイズビジネスは堅調に推移し、順調に店舗数を拡大している。
苦戦中の米国での直営店は具材やオペレーションの見直しを行った。 ソンザイ ケンチョウ スイイ ジュンチョウ テンポ スウ カクダイ クセン チュウ ベイコク チョクエイテン グザイ ミナオ オコナ



				Area		Country/Brand		Status		Outline		PL Contribution (last year)
Sales / Segment profit

				Asia		Taiwan (ROC)		出店拡大中		Improves personnel system for staff sufficiency. Opening new stores. Operating 4 Tonkatsu stores.		3,200 mil. / 390 mil.

						S. Korea		収益改善中		Main stores keep good. Opening new stores.		350mil. / 5mil.

						China (PRC)		出店拡大中		Keeps good. Sales in coast cities (e.g., Shanghai) are nice. Currently 85 stores. "Hakatan-maru" ramen brand develops.

						Hong Kong (Yunnan)				Grouped in Feb-2018. Currently operating "Tam Chai Yunnan Noodle" and "TamJai SamGor Rice Noodle" stores (109 in total). 70% market share of Yunnan Noodle in Hong Kong. To open new stores in Hong Kong.		3390mil. / 560mil.

						Thailand		収益改善中		Management enhancement brings big profit improvement through 1) profit improvement of Existing Stores, 2) development of small stores (good sales with low initial costs), and 3) customization of HQ costs. To keep stable profits.

						Indonesia		出店拡大中		Develops Marugameseimen stores mainly in major Shopping Centers in Jakarta. Also examines other big cities. Marugame Seimen brand is Halal approved, and popular among local Muslims.				 

						Vietnam		Profit being improved		Saves opening stores in 2017 for yearly profit by improving organization system and management system.  To achieve monthly profits. Examines sub-franchising for further business expansion.

						Cambodia		Profit being improved		Sales of Existing Stores improved a lot. Portable stall type stores (with small initial costs) contribute to profit.  Launches new brand for casual Japanese foods in Feb. 2018, targeting wider range of market.		80mil. / △21mil.

						Malaysia
(Boat Noodle, Others)		Opening new stores		Operating approx. 70 stores of "Boat Noodle" and "CillCill" brands. Expanding with profits. Accelerating franchising in other countries such as Brunei, Indonesia, Myanmar and Singapore. Planning to expand to other countries.

						Philippines				Opens 1st Marugameseimen store in Aug-2017 and 2nd in Feb-2018 (both FC). Keep good. 4 more stores scheduled. Swift business expansion expected.

						Myanmar
(Boat Noodles)				Establishes JV company with YKKO (biggest local restaurant company), and franchises Boat Noodle brand since Oct. 2017. Widely accepted as uniquely fashionable restaurant with fun to eat. 2nd store to open.



				Area		Country/Brand		Status		Outline		PL Contribution (last year)
Sales / Segment profit

				USA		TDC (Tokyo Table)		New store to open		1st store in Irvine keeps good. One of world top sales/profits stores in Toridoll Group, whereas 2nd store in Alhambra is in tough. To change to "Western Japanese" like brand for profit improvement.		780mil. / △28mil.0 

						Marugame Seimen		New store to open		Waikiki Shop keeps good. World top 1-2 sales in Toridoll Group.  1st store in mainland opened in Sawtelle, LA in Sep. 2017.  2nd store in Stonestown, SF started with good launch in Jan. 2018 (same sales level as Waikiki Shop for the first weekend).  3rd store in Shopping Center around Beverly Hills to open.		Hawaii
830mil. / 120mil.
Main Land：small                 

						CRACKIN'KITCHEN		New store to open		Keeps good. World Top 1-2 sales in Toridoll Group.  Opens 1st in mainland store in LA in Mar. 2018.		140mil. / 5mil. 

				UK		Sakagura		-		Opens 1st store in November 2016. Introduced collaboration menus between Bent Box and Shoryu Ramen, and charbroil steaks and tempuras. Lava Plate stake from 2018 beginning becomes popular. Lower pricing contributes guest count (wider customer range) and sales. Keeps marketing measures (e.g.,  via SNS, Restaurant Week and Japanese Sake events) for brand awareness .

						Shoryu		Opening new stores		Some stores are in top sales group. Strategic dominance in London. Local cities to be only in Manchester and  Oxford. To improve profitability. New stores being prepared.

				Italy		Tokyo Table, Others		-		Opens "Bottega del Ramen" in Feb. and "Tokyo Table" in Mar, 2017.  "Bottega del Ramen" achieved monthly profit. "Tokyo table" marks record high in monthly sales for consecutive 2 months. Still not profit for whole business unit, and more sales necessary. Both stores to introduce new menus for summer. Expanding sales by delivery through Uber-eat and Deliveroo.		small

				Russia		Marugame Seimen				4 direct-operation stores and 3 FC stores in Moscow. Achieved all stores in the black. To develop more stores (especially in food court) as well as keeping stable profits.

				Others		WOK TO WALK		Opening new stores		Store aggressively expanding to 93 (including 3 direct-operation stores in US) after grouped. FC contracts in India, Israel, and newly Malta and Oman. Opens 1st direct-operation store In US in Feb, 2nd in Jul and 3rd store in Dec. 2017. Exploring other counties for FCs.		small





M&A　PMI

				ブランド		概要 ガイヨウ		PMIの状況 ジョウキョウ

				晩杯屋 バ		大衆酒場「晩杯屋」等を東京都内で運営するアクティブソース社の株式を取得（80.3%）しグループ会社化		・モデル店舗における丸亀製麺のノウハウを生かしたオペレーションの改善
・パート・アルバイト採用強化の仕組み導入、社内独立制度を含めた新人事制度の構築
・採用費や消耗品費など、グループ単価を採用することによる経費削減
・店舗タイプ別のスクリーニング要件、出店計画の策定、物件取得サポートの実施 フク シン ジンジ セイド コウチク ブッケン シュトク ジッシ				募集10人→100人規模に
物件情報が豊富　出店の精度が向上　投資検証表の活用など ボシュウ ニン ニン キボ ブッケン ジョウホウ ホウフ シュッテン セイド コウジョウ トウシ ケンショウ ヒョウ カツヨウ

				ずんどう屋 ヤ		主に関西において、とんこつラーメン店の「ずんどう屋」を運営するZUND社の株式を取得（80%）しグループ会社化		・モデル店舗におけるコンセプトのブラッシュアップと丸亀製麺のノウハウを生かしたオペレーションの改善
・当社ノウハウを活用した、採用における掲載媒体最適化の仕組み導入
・採用費や消耗品費など、グループ単価を採用することによる経費削減
・当社新店開発部による勝ちパターンの分析、優先出店エリアの決定　
・人事制度（賞与制度等）の再構築 トウ シャ

				「譚仔雲南米線」/「譚仔三哥米線」		スパイシー麺の人気チェーン店「譚仔雲南米線」および「譚仔三哥米線」の運営会社の株式をそれぞれ100%取得		・グループ会社としてのガバナンス強化及びトップマネジメント採用等、 　更なる成長を実現するための経営強化
・店舗、セントラルキッチンおよびバックオフィスにおける業務の整備
・華南地域を中心とした中国全土進出についても初期調査を開始







				Area		Country/Brand		Outline













BS

				連結BS (IFRS) レンケツ

						当期 トウ キ				前期末 ゼンキ マツ

						金額 キンガク		構成比 コウセイヒ		金額 キンガク		構成比 コウセイヒ		増減 ゾウゲン

				資産合計 シサン ゴウケイ		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103

				流動資産 リュウドウ シサン		29,966		14.8%		21,752		18.5%		8,214

				非流動資産 ヒ リュウドウ シサン		173,713		85.6%		96,081		81.5%		77,632

				負債資本合計 フサイ シホン ゴウケイ		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103

				負債合計 フサイ ゴウケイ		168,983		83.3%		82,830		70.3%		86,153

				（うち、有利子負債） ユウ リシ フサイ		145,770		71.8%		62,674		53.2%		83,096

				流動負債 リュウドウ フサイ		43,204		21.3%		25,953		22.0%		17,251

				非流動負債 ヒ リュウドウ フサイ		125,144		61.7%		56,878		48.3%		68,266

				資本合計 シホン ゴウケイ		35,332		17.4%		35,003		29.7%		329						※値張り アタイ バ

				（うち、親会社の所有者） オヤガイシャ ショユウシャ		34,305		16.9%		33,979		28.8%		326						※値張り アタイ バ



				ネット有利子負債/調整後EBITDA ユウ リシ フサイ チョウセイ ゴ		9.4				3.9				-				調整後EBITDA		15,560		9.4







				Consolidated BS (IFRS)										(unit: Million yen)

						This period				End of previous year

						Amount		Ratio		Amount		Ratio		Difference

				Total assets		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103						Including interest-bearing liabilities 

				Current assets		29,966		14.8%		21,752		18.5%		8,214						bearingの bと eの間のスペースを消してください

				Non-current assets		173,713		85.6%		96,081		81.5%		77,632						その下のliabilites、attributable にも不必要なスペースが見える気が

				Total liabilities and equity		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103						するのですが大丈夫でしょうか

				Liabilities		168,983		83.3%		82,830		70.3%		86,153

				(Including interest-bearing liabilities)		145,770		71.8%		62,674		53.2%		83,096

				Current liabilities		43,204		21.3%		25,953		22.0%		17,251

				Non-current liabilities		125,144		61.7%		56,878		48.3%		68,266

				Total equity		35,332		17.4%		35,003		29.7%		329

				(Equity attributable to 
owners of  the parent)		34,305		16.9%		33,979		28.8%		326



				Net interest-bearing liabilities / Adjusted EBITDA 		9.4				3.9				-



















































CF

						連結CF (IFRS) レンケツ

								当期 トウ キ		前年同期 ゼンネン ドウキ		増減 ゾウゲン

						営業活動による
キャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		15,517		4,402		11,115

						投資活動による
キャッシュ・フロー トウシ カツドウ		△ 6,283		△ 6,973		690

						財務活動による
キャッシュ・フロー ザイム カツドウ		△ 1,676		368		△ 2,044

						現金および現金同等物の
期末残高 ゲンキン ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		21,716		12,671		9,045







						Consolidated CF (IFRS)						(unit: Million yen)

								This period		Previous period		Difference								異なるフォントとサイズの混在

						Cash flows from operating activities		15,517		4,402		11,115								Cash flows from operating activities

						Cash flows from investing activities		△ 6,283		△ 6,973		690								Cash flows from investing activities

						Cash flows from financing activities		△ 1,676		368		△ 2,044								Cash flows from financing activities

						Cash and cash equivalents at the end of the period		21,716		12,671		9,045								Cash and cash equivalents at the end of the period





業績予想



				連結PL (IFRS) レンケツ

						2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ								下期修正予算 シモキ シュウセイ ヨサン

						連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ		連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		159,060		100.0%		145,022		100.0%		109.7%								丸亀製麺 マルガメ セイメン		カフェ		豚屋とん一 ブタ ヤ イチ		海外事業 カイガイ ジギョウ

				事業利益 ジギョウ リエキ		9,572		6.0%		7,270		5.0%		131.7%								48,697		3,230		2,038		16,574

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		29,640		18.6%		12,402		8.6%		239.0%								6,716		37		18		1,909

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,689		4.2%		2,302		1.6%		290.6%

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		5,266		3.3%		1,337		0.9%		393.9%								通期修正予算 ツウキ シュウセイ ヨサン

				当期利益 トウキ リエキ		2,704		1.7%		221		0.2%		1223.5%								97,880		5,825		3,865		33,294

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		2,610		1.6%		267		0.2%		977.5%								14,548		153		73		4,261



				丸亀製麺セグメントPL マルガメ セイメン		2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		97,880		100.0%		89,944		100.0%		108.8%

				セグメント利益 リエキ		14,408		14.7%		12,438		13.8%		115.8%



				海外事業セグメントPL		2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		33,294		100.0%		30,242		100.0%		110.1%

				セグメント利益 リエキ		4,261		12.8%		3,258		10.8%		130.8%









				Consolidated PL (IFRS)

						FY 2018				FY 2017				YoY

						連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ		連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ

				Revenue		159,060		100.0%		145,022		100.0%		109.7%

				Contribution margin		9,572		6.0%		7,270		5.0%		131.7%

				Adjusted EBITDA		29,640		18.6%		12,402		8.6%		239.0%

				Operating profit		6,689		4.2%		2,302		1.6%		290.6%

				Profit before tax		5,266		3.3%		1,337		0.9%		393.9%

				Profit for the year		2,704		1.7%		221		0.2%		1223.5%

				Profit for the year attributable to owners of the parent		2,610		1.6%		267		0.2%		977.5%



				Marugame Seimen
segment		FY 2018				FY 2017				YoY

				Revenue		97,880		100.0%		89,944		100.0%		108.8%								Segment profit

				Segment profit 		14,408		14.7%		12,438		13.8%		115.8%								Ratio to prev. period = YoY



				Overseas segment		FY 2018				FY 2017				YoY

				Revenue		33,294		100.0%		30,242		100.0%		110.1%

				Segment profit 		4,261		12.8%		3,258		10.8%		130.8%

























業績予想（詳細）



				連結PL (IFRS) レンケツ																																修正 シュウセイ		年初予算 ネンショ ヨサン

						上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ						上期計画 カミキ ケイカク		当初計画 トウショ ケイカク		売上収益 ウリア シュウエキ		56,195		56,195

作成者: 開示用の数字丸め有り

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								売上原価 ウリアゲ ゲンカ		14,451		14,572

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		80,017		100.0%				79,042		100.0%		79,042		100.0%		0				159,060		100.0%		→値張り注意 アタイ バ チュウイ		53,465				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		41,744		41,623

作成者: 開示用の数字丸め有り


				事業利益 ジギョウ リエキ		5,840		7.3%				3,732		4.7%		3,732		4.7%		0				9,572		6.0%

				営業利益 エイギョウ リエキ		5,084		6.4%				1,605		2.0%		2,105		2.7%		△ 500				6,689		4.2%				4,400				人件費　　計 ジンケンヒ ケイ		16,774		16,908

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		4,100		5.1%				1,166		1.5%		1,766		2.2%		△ 600				5,266		3.3%				4,120				水光熱費　計 スイ コウネツヒ ケイ		3,689		3,589

				当期利益 トウキ リエキ		2,601		3.3%				103		0.1%		703		0.9%		△ 600				2,704		1.7%				2,690				地代家賃		5,699		5,826

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		2,569		3.2%				41		0.1%		641		0.8%		△ 600				2,610		1.6%				2,681				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		1,957		2,102

																																		その他一般管理費計 タ イッパン カンリヒ ケイ		8,048		7,851

				丸亀製麺セグメント マルガメ セイメン		上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ										販売費及び一般管理費合計		36,167		36,276

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								減損損失 ゲンソン ソンシツ		1,218		1,030

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%				48,697		100.0%		46,905		100.0%		1,792				97,880		100.0%				43,559		90,464		その他の営業収入 タ エイギョウ シュウニュウ		117		261

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%				6,576		13.5%		6,182		13.2%		394				14,408		14.7%				7,023		13,205		その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		41		150

作成者: 開示用の数字丸め有り


				海外事業セグメント カイガイ ジギョウ		上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ										営業利益（損失）		4,430		4,430

作成者: 開示用の数字丸め有り


						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								調整後EBITDA チョウセイゴ		7,681		7,449

作成者: 開示用の数字丸め有り


				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%				16,574		100.0%		16,518		100.0%		56				33,294		100.0%				3458				金融収益 キンユウ シュウエキ		109		86

作成者: 開示用の数字丸め有り


				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%				1,909		11.5%		1,900		11.5%		9				4,261		12.8%				271				金融費用 キンユウ ヒヨウ		123		29

作成者: 開示用の数字丸め有り


																																		経常利益（損失） ケイジョウ リエキ ソンシツ		4,490		4,490

				カフェ事業セグメント ジギョウ		上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		2,595		100.0%				3,230		100.0%		3,041		100.0%		189				5,825		100.0%

				セグメント利益 リエキ		116		4.5%				37		1.2%		△ 16		-		53				153		2.6%





				Consolidated PL (IFRS)																														持分法投資損益 モチブン ホウ トウシ ソンエキ		163		243

						FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017										税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		4,578		4,730

作成者: 開示用の数字丸め有り


						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue								法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		1,626		1,680

作成者: 開示用の数字丸め有り


				Revenue		80,017		100.0%				79,042		100.0%		79,042		100.0%		0				159,060		100.0%								当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,953		3,050

作成者: 開示用の数字丸め有り


				Operating profit		5,084		6.4%				1,605		2.0%		2,105		2.7%		△ 500				6,689		4.2%								親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウ シャ		2,964		3,033

作成者: 開示用の数字丸め有り


																																						

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		Profit before tax		4,100		5.1%				1,166		1.5%		1,766		2.2%		△ 600				5,266		3.3%								非支配持分 ヒ シハイ モチブン		(11)		17

				Profit for the year		2,601		3.3%				103		0.1%		703		0.9%		△ 600				2,704		1.7%

				Profit for the year attributable to owners of the parent		2,569		3.2%				41		0.1%		641		0.8%		△ 600				2,610		1.6%								Profit for the year attributable to owners of the parent 

																																		parents のsはいらないようです

				Marugame Seimen 
segment		FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017

						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue								フォントとフォントサイズの混在

				Revenue		49,183		100.0%				48,697		100.0%		46,905		100.0%		1,792				97,880		100.0%

				Operating profit of 
Marugame Seimen segment		7,832		15.9%				6,576		13.5%		6,182		13.2%		394				14,408		14.7%								Segment profit

				Overseas 
segment		FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017										Ratio to prev. period = YoY

						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue

				Revenue		16,720		100.0%				16,574		100.0%		16,518		100.0%		56				33,294		100.0%								% to revenue のeの切り方がおかしいので

				Operating profit of 
Marugame Seimen segment		2,352		14.1%				1,909		11.5%		1,900		11.5%		9				4,261		12.8%								フォントサイズあるいは列の幅を変える必要があります





































出店計画

																										AS

								出店		退店		2020年
3月末 ネン ガツ マツ		投資額
（概算　百万円） トウシ ガク ガイサン ヒャクマンエン				2019年
3月 ネン ガツ														2020年3月期 ネン ガツキ		2021年3月期 ネン ガツキ		2022年3月期 ネン ガツキ		2023年3月期 ネン ガツキ		2024年3月期 ネン ガツキ

																										出店 シュッテン		小 ショウ				2		7		8		8		8

				国内 コクナイ				76		15		1,164		5,376				1,103										大 ダイ				1		6		6		7		7

						丸亀製麺		32		5		844		2,240				817										計 ケイ				3		13		14		15		15

						とん一 イチ		3		2		54		97				53								退店 タイ テン		小 ショウ				0		1		1		1		1

						カフェ		10		0		39		1,500				29										大 ダイ				0		0		0		0		0

						晩杯屋 バ		3		0		52		70				49										計 ケイ				0		1		1		1		1

						ずんどう屋 ヤ		3		0		48		191				45								純増 ジュン ゾウ		小 ショウ				2		6		7		7		7

						その他 タ		25		8		127		1,278				110										大 ダイ				1		6		6		7		7

				海外 カイガイ				145		24		696		1,940				575										計 ケイ				3		12		13		14		14

						連結子会社 レンケツ コガイシャ		69		12		229		1,850				172

						持分法適用会社 モチブン ホウ テキヨウ カイシャ		52		12		247		90				207								ずんどう屋 ヤ

						純粋ＦＣ ジュンスイ		24		0		220		0				196										Year0		Year1		Year2		Year3

				合 計 ゴウ ケイ				221		39		1,860		7,316				1,678										2019/03期 キ		2020/03期 キ		2021/03期 キ		2022/03期 キ

																										出店数 シュッテン スウ		9		3		10		10

						※その他　の内訳 タ ウチワケ																				退店数 タイ テン スウ		0		0		0		0

																										店舗数 テンポスウ		45		48		58		68













								Open		Close		2020
Mar						2019
Mar



				Domestic				76		15		1,164		5,376				1,103

						Marugame Seimen		32		5		844		2,240

						Butaya Tonichi （Tonkatsu,tonteki）		3		2		54		97

						Kona's CoffeeRoasted（Cafe）		10		0		39		1,500

						Banpaiya (Standing Bar)		3		0		52		70

						Zundoya (Ramen)		3		0		48		191

						Others		25		8		127		1,278

				Overseas				145		24		696		1,940

						Subsidiaries		69		12		229		1,850

						JVs		52		12		247		90

						FCs		24		0		220		0

				Total				221		39		1,860		7,316



















中期計画

				連結PL (IFRS) レンケツ																						注意！ チュウイ

						2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期								H29.3期 キ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		159,060		100.0%		109.7%		174,683		100.0%		109.8%		200,803		100.0%		115.0%				145,022

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		29,640		18.6%		239.0%		32,373		18.5%		109.2%		36,161		18.0%		111.7%				12,402

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,689		4.2%		290.6%		9,086		5.2%		135.8%		12,045		6.0%		132.6%				2,302

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		5,266		3.3%		393.9%		8,500		4.9%		161.4%		11,481		5.7%		135.1%				1,337

				当期利益 トウキ リエキ		2,704		1.7%		1223.5%		5,615		3.2%		207.7%		7,712		3.8%		137.3%				221

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		2,610		1.6%		977.5%		5,434		3.1%		208.2%		7,488		3.7%		137.8%				267



				丸亀製麺セグメントPL マルガメ セイ メン

				丸亀製麺セグメントPL		2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期								注意！ チュウイ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		97,880		100.0%		108.8%		99,307		100.0%		101.5%		107,694		100.0%		108.4%				89,944

				セグメント利益 リエキ		14,408		14.7%		115.8%		12,817		12.9%		89.0%		14,149		13.1%		110.4%				12,438



				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				海外事業セグメントPL		2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		33,294		100.0%		110.1%		36,604		100.0%		109.9%		41,549		100.0%		113.5%				30,242

				セグメント利益 リエキ		4,261		12.8%		130.8%		4,452		12.2%		104.5%		4,913		11.8%		110.4%				3,258



				出店  シュッテン		221						326						412								退店 タイ テン		30期 キ		31期 キ		32期 キ

				　国内 コクナイ		76						138						199										15		16		16

				　海外 カイガイ		145						188						213										24		26		25

				累計店舗数 ルイケイ テンポ スウ		1,860						2,144						2,515								1,687

				　国内 コクナイ		1,164						1,286						1,469								1,103

				　海外 カイガイ		696						858						1,046								575





















				Consolidated PL (IFRS)

						FY2019						FY2020						FY2021								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		159,060		100.0%		109.7%		174,683		100.0%		109.8%		200,803		100.0%		115.0%				95,587

				Adjusted EBITDA		29,640		18.6%		239.0%		32,373		18.5%		109.2%		36,161		18.0%		111.7%				12,799

				Operating profit		6,689		4.2%		290.6%		9,086		5.2%		135.8%		12,045		6.0%		132.6%				8,733

				Profit before tax		5,266		3.3%		393.9%		8,500		4.9%		161.4%		11,481		5.7%		135.1%				8,117

				Profit for the year		2,704		1.7%		1223.5%		5,615		3.2%		207.7%		7,712		3.8%		137.3%				5,242

				Profit for the year attributable to owners of the parents		2,610		1.6%		977.5%		5,434		3.1%		208.2%		7,488		3.7%		137.8%				5,212



				Ｍａｒｕｇａｍｅｓｅｉｍｅｎ segment

						FY2019						FY2020						FY2021								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		97,880		100.0%		108.8%		99,307		100.0%		101.5%		107,694		100.0%		108.4%				6,255

				segment profit		14,408		14.7%		115.8%		12,817		12.9%		89.0%		14,149		13.1%		110.4%				436





				Overseas segment

						FY2018						FY2019						FY2020								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		33,294		100.0%		110.1%		36,604		100.0%		109.9%		41,549		100.0%		113.5%				6,255

				segment profit		4,261		12.8%		130.8%		4,452		12.2%		104.5%		4,913		11.8%		110.4%				436



				Numbers of opening stores(numbers in overseas）		221				0.0%		326				0.0%		412				0.0%

				Total numbers of stores(numbers of overses)		1,860				0.0%		2,144				0.0%		2,515				0.0%				1,092		246



				Numbers of opening stores(numbers in overseas）

				Total numbers of stores(numbers of overses)





IFRS

		■2015年3月期：IFRS連結業績予想シミュレーション ネン ガツ キ レンケツ ギョウセキ ヨソウ

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		実績 ジッセキ		J-GAAP						IFRS				差異 サイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				0

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,564				営業利益 エイギョウ リエキ		4,177				△ 3,387

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,994				税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		3,602				△ 3,392

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,606				当期利益 トウキ リエキ		1,985				29

								　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,956				△ 650



		↓実績のJ-GAAPとIFRSの差異を元にIFRS予算を試算 ジッセキ サイ モト ヨサン シサン												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		予想 ヨソウ		J-GAAP						IFRS				調整 チョウセイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		84,803				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		84,803				0

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,200				営業利益 エイギョウ リエキ		3,900				△ 3,300

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,928				税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		3,628				△ 3,300

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,132				当期利益 トウキ リエキ		1,762				30

								　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,732				△ 400		※調整 チョウセイ





Sheet4

		連結純損益計算書の差異 レンケツ ジュンソンエキ ケイサンショ サイ

																						（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		日本基準（J-GAAP） ニホン キジュン						①日本基準（J-GAAP）の表示組替 ニホン キジュン ヒョウジ クミカエ						②国際会計基準（IFRS） コクサイ カイケイ キジュン						差異②－① サイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		0

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		0

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		0

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 57,421				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 57,421				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 58,605				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 1,183		※1

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,564				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 1,849				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 2,155				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 306		※2

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		277				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		338				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		324				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		△ 14

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		△ 848				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 342				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 374				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 32

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,994				営業利益 エイギョウ リエキ		5,711				営業利益 エイギョウ リエキ		4,175				営業利益 エイギョウ リエキ		△ 1,536

		特別利益 トクベツ リエキ		172				金融収益 キンユウ シュウエキ		111				金融収益 キンユウ シュウエキ		206				金融収益 キンユウ シュウエキ		95		※3

		特別損失 トクベツ ソンシツ		△ 2,068				金融費用 キンユウ ヒヨウ		△ 646				金融費用 キンユウ ヒヨウ		△ 637				金融費用 キンユウ ヒヨウ		9

		税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		5,098				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 77				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 130				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 53		※4

		法人税等 ホウジンゼイ トウ		△ 2,429				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		5,098				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		3,614				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		△ 1,484

		少数株主調整前当期純利益 ショウスウ カブヌシ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		2,669				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		△ 2,429				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		△ 1,603				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		826		※5

		少数株主損益 ショウスウ カブヌシ ソンエキ		△ 29				当期利益 トウキ リエキ		2,669				当期利益 トウキ リエキ		2,011				当期利益 トウキ リエキ		△ 658

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,640				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		2,640				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,982				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		△ 658

								　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		29				　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		29				　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		0

																				IFRSと日本基準の主な差異 ニホン キジュン オモ サイ

																		※1		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		△ 869		定額法への遡及修正 テイガク ホウ ソキュウ シュウセイ

				日本基準（J-GAAP） ニホン キジュン				国際会計基準（IFRS） コクサイ カイケイ キジュン												租税公課 ソゼイ コウカ		△ 344		法人税等（均等割）より振替 ホウジンゼイ トウ キントウワリ フリカエ

		営業利益 エイギョウ リエキ		売上総利益－販売費及び一般管理費 ウリアゲ ソウリエキ ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				売上総利益－販売費及び一般管理費－減損損失＋その他の営業収益－その他の営業費用 ウリアゲ ソウリエキ ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ ゲンソン ソンシツ タ エイギョウ シュウエキ タ エイギョウ ヒヨウ												その他 タ		30

																				計 ケイ		△ 1,183

		経常利益 ケイジョウ リエキ		営業利益＋営業外収益－営業外費用 エイギョウ リエキ エイギョウガイ シュウエキ エイギョウガイ ヒヨウ				経常利益、特別損益の概念はなく、金融収益、金融費用及び持分法による投資損益以外は、営業利益に加減 ケイジョウ リエキ トクベツ ソンエキ ガイネン キンユウ シュウエキ キンユウ ヒヨウ オヨ モチブンポウ トウシ ソンエキ イガイ エイギョウ リエキ カゲン										※2		減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 251		割引後CFとの比較 ワリビキ アト ヒカク

																				減損損失（のれん） ゲンソン ソンシツ		△ 55		非償却分を減損 ヒ ショウキャク ブン ゲンソン

		金融収益 キンユウ シュウエキ		－				受取利息、為替差益等 ウケトリ リソク カワセ サエキ トウ												計 ケイ		△ 306

		金融費用 キンユウ ヒヨウ		－				支払利息、為替差損等 シハライ リソク カワセ サソン トウ										※3		受取利息 ウケトリ リソク		95		敷金保証金を償却原価に シキキン ホショウキン ショウキャク ゲンカ

																				計 ケイ		95

																		※4		持分法による投資損失 モチブンポウ トウシ ソンシツ		△ 86		全ての共同支配企業を持分法適用に スベ キョウドウ シハイ キギョウ モチブンポウ テキヨウ

																				持分法による投資損失 モチブンポウ トウシ ソンシツ		33		持分法のれんの非償却 モチブンポウ ヒ ショウキャク

																				計 ケイ		△ 53

																		※5		法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		345		均等割を租税公課に振替 キントウワリ ソゼイ コウカ フリカエ

																				法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		132		税率変更による修正 ゼイリツ ヘンコウ シュウセイ

																				法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		349		IFRS修正に係る税効果調整 シュウセイ カカ ゼイ コウカ チョウセイ

																				計 ケイ		826



表示組替

IFRS調整



世界ランキング

				世界外食企業ランキング（上場企業）上位10社

						企業名		国名		売上高
（百万ドル）		決算期		展開ブランド

				1		McDonald's Corporation 		アメリカ		28,106		41609		McDonald's

				2		Starbucks Corporation 		アメリカ		14,892		41518		Starbucks

				3		Yum Brands Inc 		アメリカ		13,084		41609		KFC/Pizza Hut/Taco Bell、他

				4		Darden Restaurants Inc 		アメリカ		6,286		41760		Red Lobster/Olive Garden/
LongHorn Steakhouse、他

				5		AUTOGRILL SPA 		イタリア		6,207		41609		FC含む250ブランド以上を展開

				6		ゼンショーホールディングス		日本		4,679		41699		すき家/ココス/はま寿司、他

				7		Bloomin Brands Inc		アメリカ		4,129		41609		OUTBACK STEAKHOUSE
/CARRABBA'S、他

				8		ARCOS DORADOS 
HOLDINGS INCORPORATED 		アルゼンチン		4,033		41609		（中南米、カリブ海エリアの
McDonald's franchisee）

				9		Chipotle Mexican Grill, Inc. 		アメリカ		3,215		41609		Chipotle

				10		TIM HORTONS INCORPORATED		カナダ		3,162		41609		Tim Hortons、他

				（出所）各社決算資料等よりみずほ銀行産業調査部作成





						McDonald's Corporation 		(		アメリカ		)		28,106

						Starbucks Corporation 		(		アメリカ		)		14,892

						Yum Brands Inc 		(		アメリカ		)		13,084

						Darden Restaurants Inc 		(		アメリカ		)		6,286

						AUTOGRILL SPA 		(		イタリア		)		6,207

						ゼンショーホールディングス		(		日本		)		4,679

						Bloomin Brands Inc		(		アメリカ		)		4,129

						ARCOS DORADOS 
HOLDINGS INCORPORATED 		(		アルゼンチン		)		4,033

						Chipotle Mexican Grill, Inc. 		(		アメリカ		)		3,215

						TIM HORTONS INCORPORATED		(		カナダ		)		3,162



						McDonald's Corporation (アメリカ)		28,106

						Starbucks Corporation (アメリカ)		14,892

						Yum Brands Inc (アメリカ)		13,084

						Darden Restaurants Inc (アメリカ)		6,286

						AUTOGRILL SPA (イタリア)		6,207

						ゼンショーホールディングス(日本)		4,679

						Bloomin Brands Inc(アメリカ)		4,129

						ARCOS DORADOS 
HOLDINGS INCORPORATED (アルゼンチン)		4,033

						Chipotle Mexican Grill, Inc. (アメリカ)		3,215

						TIM HORTONS INCORPORATED(カナダ)		3,162





						TIM HORTONS Inc.(カナダ)		3,162

						Chipotle Mexican Grill, Inc. (アメリカ)		3,215

						ARCOS DORADOS HD Inc. (アルゼンチン)		4,033

						Bloomin Brands Inc.(アメリカ)		4,129

						ゼンショーホールディングス(日本)		4,679

						AUTOGRILL SPA (イタリア)		6,207

						Darden Restaurants Inc. (アメリカ)		6,286

						Yum Brands Inc. (アメリカ)		13,084

						Starbucks Corporation (アメリカ)		14,892

						McDonald's Corporation (アメリカ)		28,106









						TIM HORTONS Inc.		3,162

						Chipotle Mexican Grill, Inc. 		3,215

						ARCOS DORADOS HD Inc. 		4,033

						Bloomin Brands Inc.		4,129

						ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.		4,679

						AUTOGRILL SPA 		6,207

						Darden Restaurants Inc. 		6,286

						Yum Brands Inc. 		13,084

						Starbucks Corporation 		14,892

						McDonald's Corporation 		28,106





						McDonald's Corporation 		28,106

						Starbucks Corporation 		14,892

						Yum Brands Inc. 		13,084

						Darden Restaurants Inc. 		6,286

						AUTOGRILL SPA 		6,207

						ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.		4,679

						Bloomin Brands Inc.		4,129

						ARCOS DORADOS HD Inc. 		4,033

						Chipotle Mexican Grill, Inc. 		3,215

						TIM HORTONS Inc.		3,162



TIM HORTONS Inc.(カナダ)	Chipotle Mexican Grill, Inc. (アメリカ)	ARCOS DORADOS HD Inc. (アルゼンチン)	Bloomin Brands Inc.(アメリカ)	ゼンショーホールディングス(日本)	AUTOGRILL SPA (イタリア)	Darden Restaurants Inc. (アメリカ)	Yum Brands Inc. (アメリカ)	Starbucks Corporation (アメリカ)	McDonald's Corporation (アメリカ)	3162	3215	4033	4129	4679	6207	6286	13084	14892	28106	McDonald's Corporation 	Starbucks Corporation 	Yum Brands Inc. 	Darden Restaurants Inc. 	AUTOGRILL SPA 	ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.	Bloomin Brands Inc.	ARCOS DORADOS HD Inc. 	Chipotle Mexican Grill, Inc. 	TIM HORTONS Inc.	28106	14892	13084	6286	6207	4679	4129	4033	3215	3162	

基礎資料

		ＢＩ　「月別・日別推移」　→　「当月レート」　は、前月末のレートを採用 ツキベツ ヒ ベツ スイイ トウゲツ ゼンゲツ マツ サイヨウ

		閉店日　＞＝2016/03/31　（3/31以前に閉店した店舗は含まない） 　 開店日　＜＝2015/12/31（12/31以前に開店した店舗を含む）　など　　を選択 ヘイ テン テンポ フク カイテン ヒ イゼン カイテン テンポ フク

		*は取る ト

		開店、閉店の情報は、右クリックでロックする カイテン ヘイテン ジョウホウ ミギ

		⇒　2016/1/1から03/31まで、ひと月フルで営業していた店舗を対象にしている ツキ エイギョウ テンポ タイショウ

		1Q		閉店日　＞＝2018/3/31　		開店日 ＜＝2017/12/31

		2Q		閉店日　＞＝2018/06/30　		開店日 ＜＝2017/12/31

		3Q		閉店日　＞＝2018/09/30　		開店日 ＜＝2017/12/31

		4Q		閉店日　＞＝2018/12/31　		開店日 ＜＝2017/12/31

		※台湾は注意 タイワン チュウイ

		※丸亀製麺だけ絞る マ シボ

		アメリカ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		11,037,015		1,236,035,309		0		-		944,199,552		130.91%		1,085,440		887,294		122.3%		1,139		0		-		-		-		-		-		3

		2018/01		934,634		104,669,658		0		-		67,798,467		154.38%		94,437		67,217		140.5%		1,108		0		-		-		-		-		-

		2018/02		865,529		96,930,585		0		-		58,289,841		166.29%		86,893		58,009		149.8%		1,116		0		-		-		-		-		-

		2018/03		940,247		105,298,244		0		-		62,867,453		167.49%		93,828		62,064		151.2%		1,122		0		-		-		-		-		-

		2018/04		879,409		98,484,986		0		-		62,713,474		157.04%		88,931		61,268		145.2%		1,107		0		-		-		-		-		-

		2018/05		923,118		103,380,016		0		-		66,076,146		156.46%		92,310		63,938		144.4%		1,120		0		-		-		-		-		-

		2018/06		891,830		99,876,097		0		-		65,094,909		153.43%		89,438		63,065		141.8%		1,117		0		-		-		-		-		-

		2018/07		918,801		102,896,533		0		-		71,199,415		144.52%		91,340		67,966		134.4%		1,127		0		-		-		-		-		-

		2018/08		933,509		104,543,639		0		-		75,557,404		138.36%		90,175		71,798		125.6%		1,159		0		-		-		-		-		-

		2018/09		902,763		101,100,405		0		-		89,716,330		112.69%		87,740		82,737		106.0%		1,152		0		-		-		-		-		-

		2018/10		904,814		101,330,172		0		-		108,372,002		93.50%		87,870		96,758		90.8%		1,153		0		-		-		-		-		-

		2018/11		902,780		101,102,360		0		-		107,716,571		93.86%		87,338		96,159		90.8%		1,158		0		-		-		-		-		-

		2018/12		1,039,580		116,422,613		0		-		108,797,539		107.01%		95,140		96,315		98.8%		1,224		0		-		-		-		-		-

						34,334,314										30,151						1,139

						34,334

		韓国 カンコク

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		6,706,938,740		670,693,874		0		-		680,174,538		98.61%		755,090		803,853		93.9%		888		0		-		-		-		-		-		10

		2018/01		566,061,780		56,606,178		0		-		57,115,579		99.11%		66,453		66,098		100.5%		852		0		-		-		-		-		-

		2018/02		520,514,890		52,051,489		0		-		52,995,374		98.22%		60,381		61,720		97.8%		862		0		-		-		-		-		-

		2018/03		572,189,740		57,218,974		0		-		50,865,872		112.49%		66,336		59,949		110.7%		863		0		-		-		-		-		-

		2018/04		541,064,440		54,106,444		0		-		54,753,092		98.82%		60,522		65,413		92.5%		894		0		-		-		-		-		-

		2018/05		564,352,660		56,435,266		0		-		57,043,792		98.93%		63,559		68,308		93.0%		888		0		-		-		-		-		-

		2018/06		535,459,550		53,545,955		0		-		56,203,125		95.27%		60,112		67,006		89.7%		891		0		-		-		-		-		-

		2018/07		605,035,010		60,503,501		0		-		59,664,308		101.41%		68,244		70,970		96.2%		887		0		-		-		-		-		-

		2018/08		600,337,740		60,033,774		0		-		60,273,538		99.60%		67,212		71,770		93.6%		893		0		-		-		-		-		-

		2018/09		539,093,950		53,909,395		0		-		54,244,144		99.38%		58,602		64,180		91.3%		920		0		-		-		-		-		-

		2018/10		551,903,530		55,190,353		0		-		56,888,227		97.02%		61,414		67,561		90.9%		899		0		-		-		-		-		-

		2018/11		542,895,370		54,289,537		0		-		57,939,978		93.70%		59,548		68,212		87.3%		912		0		-		-		-		-		-

		2018/12		568,030,080		56,803,008		0		-		62,187,509		91.34%		62,707		72,666		86.3%		906		0		-		-		-		-		-

						5,589,116										6,292						888

						5,589

		台湾 タイワン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計				2,971,667,163										4,616,338								0		-		-		-		-		-		28

		2018/04		73,235,984		262,917,183		0		-		251,137,520		104.69%		389,494		407,124		95.7%		675		0		-		-		-		-		-

		2018/05		68,393,158		245,531,437		0		-		257,344,792		95.41%		378,505		388,993		97.3%		649		0		-		-		-		-		-

		2018/06		71,168,994		255,496,688		0		-		254,627,460		100.34%		391,780		386,317		101.4%		652		0		-		-		-		-		-

		2018/07		77,465,930		278,102,689		0		-		291,768,623		95.32%		431,510		435,155		99.2%		644		0		-		-		-		-		-

		2018/08		68,986,210		247,660,494		0		-		279,460,312		88.62%		400,710		422,766		94.8%		618		0		-		-		-		-		-

		2018/09		66,685,851		239,402,205		0		-		209,331,593		114.37%		368,591		319,832		115.2%		650		0		-		-		-		-		-

		2018/10		65,631,275		235,616,277		0		-		262,058,946		89.91%		359,469		395,002		91.0%		655		0		-		-		-		-		-

		2018/11		60,463,169		217,062,777		0		-		238,986,853		90.83%		350,028		358,597		97.6%		620		0		-		-		-		-		-

		2018/12		74,003,339		265,671,987		0		-		270,622,985		98.17%		418,034		405,124		103.2%		636		0		-		-		-		-		-

		2019/01		66,674,732		239,362,288		0		-		229,919,385		104.11%		376,272		353,655		106.4%		636		0		-		-		-		-		-

		2019/02		68,961,950		247,573,401		0		-		271,017,195		91.35%		380,474		385,962		98.6%		651		0		-		-		-		-		-

		2019/03		66,091,849		237,269,738		0		-		236,765,436		100.21%		371,471		349,155		106.4%		639		0		-		-		-		-		-

						8,844,248										13,739						644

						8,844

		ロシア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		249,820,501		489,648,182		0		-		606,340,489		80.75%		619,308		768,902		80.5%		791		0		-		-		-		-		-		7

		2018/01		23,475,281		46,011,550		0		-		37,642,492		122.23%		57,336		48,483		118.3%		802		0		-		-		-		-		-

		2018/02		23,467,768		45,996,825		0		-		41,677,393		110.36%		58,371		53,890		108.3%		788		0		-		-		-		-		-

		2018/03		28,161,829		55,197,185		0		-		55,066,665		100.24%		69,347		70,917		97.8%		796		0		-		-		-		-		-

		2018/04		29,134,888		57,104,380		0		-		51,409,079		111.08%		71,632		65,798		108.9%		797		0		-		-		-		-		-

		2018/05		28,300,303		55,468,594		0		-		51,420,349		107.87%		69,890		66,385		105.3%		794		0		-		-		-		-		-

		2018/06		29,105,898		57,047,559		0		-		51,120,385		111.59%		69,055		62,666		110.2%		826		0		-		-		-		-		-

		2018/07		26,761,752		52,453,033		0		-		47,238,507		111.04%		64,403		59,162		108.9%		814		0		-		-		-		-		-

		2018/08		25,422,365		49,827,835		0		-		46,456,545		107.26%		61,844		62,566		98.8%		806		0		-		-		-		-		-

		2018/09		11,250,390		22,050,764		0		-		56,269,767		39.19%		30,150		69,913		43.1%		731		0		-		-		-		-		-

		2018/10		12,932,184		25,347,080		0		-		59,012,452		42.95%		35,088		73,440		47.8%		722		0		-		-		-		-		-

		2018/11		11,807,845		23,143,376		0		-		56,289,703		41.11%		32,192		69,802		46.1%		719		0		-		-		-		-		-

		2018/12		0		0		0		-		52,737,152		0.00%		0		65,880		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

						6,359,067										8,043						791

						6,359

		中国 チュウゴク

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		253,847,903		4,257,029,327		0		-		4,276,874,170		99.54%		6,629,104		6,377,268		103.9%		642		0		-		-		-		-		-		69

		2018/01		21,499,479		360,546,268		0		-		354,313,915		101.76%		547,348		520,677		105.1%		659		0		-		-		-		-		-

		2018/02		19,902,231		333,760,419		0		-		317,080,764		105.26%		517,272		471,878		109.6%		645		0		-		-		-		-		-

		2018/03		21,157,732		354,815,159		0		-		340,711,334		104.14%		537,201		509,587		105.4%		660		0		-		-		-		-		-

		2018/04		20,238,475		339,399,222		0		-		339,685,662		99.92%		510,965		494,047		103.4%		664		0		-		-		-		-		-

		2018/05		20,188,411		338,559,649		0		-		350,489,524		96.60%		559,414		518,800		107.8%		605		0		-		-		-		-		-

		2018/06		21,499,488		360,546,409		0		-		380,465,857		94.76%		654,384		552,143		118.5%		551		0		-		-		-		-		-

		2018/07		24,090,931		404,004,918		0		-		401,912,616		100.52%		634,219		600,567		105.6%		637		0		-		-		-		-		-

		2018/08		23,709,415		397,606,893		0		-		391,397,135		101.59%		601,990		597,178		100.8%		660		0		-		-		-		-		-

		2018/09		20,247,900		339,557,280		0		-		340,705,766		99.66%		521,964		521,082		100.2%		651		0		-		-		-		-		-

		2018/10		20,449,485		342,937,857		0		-		340,641,385		100.67%		529,361		522,324		101.3%		648		0		-		-		-		-		-

		2018/11		19,610,734		328,872,006		0		-		339,044,797		97.00%		504,097		506,954		99.4%		652		0		-		-		-		-		-

		2018/12		21,253,622		356,423,248		0		-		380,425,416		93.69%		510,889		562,031		90.9%		698		0		-		-		-		-		-

						5,141,340										8,006						642

						5,141

		タイ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		136,089,230		485,838,550		0		-		539,844,041		90.00%		876,307		1,107,020		79.2%		554		0		-		-		-		-		-		22

		2018/01		13,421,005		47,912,987		0		-		40,074,580		119.56%		101,773		76,489		133.1%		471		0		-		-		-		-		-

		2018/02		11,488,032		41,012,276		0		-		37,324,473		109.88%		84,617		71,707		118.0%		485		0		-		-		-		-		-

		2018/03		12,723,835		45,424,091		0		-		42,611,486		106.60%		94,942		86,311		110.0%		478		0		-		-		-		-		-

		2018/04		12,840,018		45,838,865		0		-		45,051,056		101.75%		95,161		92,636		102.7%		482		0		-		-		-		-		-

		2018/05		12,432,458		44,383,875		0		-		37,668,891		117.83%		93,249		81,002		115.1%		476		0		-		-		-		-		-

		2018/06		12,305,931		43,932,174		0		-		45,718,692		96.09%		93,433		93,906		99.5%		470		0		-		-		-		-		-

		2018/07		12,344,254		44,068,987		0		-		46,736,223		94.29%		94,490		97,973		96.4%		466		0		-		-		-		-		-

		2018/08		12,112,614		43,242,032		0		-		48,688,249		88.81%		92,877		100,836		92.1%		466		0		-		-		-		-		-

		2018/09		11,428,445		40,799,549		0		-		49,654,757		82.17%		86,171		101,589		84.8%		473		0		-		-		-		-		-

		2018/10		5,156,638		18,409,197		0		-		46,566,077		39.53%		39,594		96,613		41.0%		465		0		-		-		-		-		-

		2018/11		7,520,459		26,848,037		0		-		46,014,052		58.35%		0		94,430		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

		2018/12		12,315,541		43,966,481		0		-		53,735,506		81.82%		0		113,528		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

						1,840,298										3,319						554

						1,840

		カンボジア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		723,052		80,974,591		0		-		79,876,540		101.37%		174,243		162,171		107.4%		465		0		-		-		-		-		-		1

		2018/01		60,902		6,820,403		0		-		5,835,079		116.89%		16,075		11,579		138.8%		424		0		-		-		-		-		-

		2018/02		54,361		6,087,933		0		-		5,431,325		112.09%		14,896		10,550		141.2%		409		0		-		-		-		-		-

		2018/03		61,330		6,868,311		0		-		6,083,072		112.91%		16,130		11,790		136.8%		426		0		-		-		-		-		-

		2018/04		62,016		6,945,199		0		-		6,234,230		111.40%		15,308		12,235		125.1%		454		0		-		-		-		-		-

		2018/05		55,382		6,202,267		0		-		6,263,222		99.03%		13,486		12,003		112.4%		460		0		-		-		-		-		-

		2018/06		57,645		6,455,609		0		-		6,783,814		95.16%		14,438		13,411		107.7%		447		0		-		-		-		-		-

		2018/07		55,777		6,246,474		0		-		7,030,093		88.85%		13,565		14,230		95.3%		460		0		-		-		-		-		-

		2018/08		61,259		6,860,382		0		-		7,381,441		92.94%		13,868		17,560		79.0%		495		0		-		-		-		-		-

		2018/09		56,863		6,368,142		0		-		6,971,815		91.34%		12,830		16,316		78.6%		496		0		-		-		-		-		-

		2018/10		66,844		7,485,806		0		-		7,285,194		102.75%		15,078		8,131		185.4%		496		0		-		-		-		-		-

		2018/11		61,908		6,933,024		0		-		7,221,156		96.01%		13,870		16,264		85.3%		500		0		-		-		-		-		-

		2018/12		68,765		7,701,041		0		-		7,356,099		104.69%		14,699		18,102		81.2%		524		0		-		-		-		-		-

						6,747,883										14,520						465

						6,748



		フィリピン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		69,533,573		157,145,876		0		-		51,237,143		306.70%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-		1

		2018/01		5,292,606		11,961,289		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/02		5,112,480		11,554,205		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/03		5,498,906		12,427,527		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/04		5,373,300		12,143,657		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/05		5,335,998		12,059,355		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/06		5,364,759		12,124,355		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/07		5,704,955		12,893,197		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/08		5,886,499		13,303,488		0		-		6,529,648		203.74%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/09		5,779,436		13,061,526		0		-		10,703,669		122.03%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/10		6,103,613		13,794,166		0		-		10,936,373		126.13%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/11		7,099,325		16,044,475		0		-		10,674,562		150.31%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/12		6,981,697		15,778,635		0		-		12,392,892		127.32%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

						13,095,490										0						ERROR:#DIV/0!

						13,095



				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン				検算 ケンザン

				アメリカ (本土・ハワイ） ホンド		34,334		30,151		1,139				30,151		0				9364837.1399935

				韓国 カンコク		5,589		6,292		888				6,292		0				16312.6546754795

				台湾 タイワン		8,844		13,739		644				13,739		0

				カンボジア		6,748		14,520		465				14,520		0

				ロシア（持分）		6,359		8,043		791				8,043		0

				中国（持分） チュウゴク モチブン		5,141		8,006		642				8,006		0

				タイ（持分）		1,840		3,319		554				3,319		0



				日本 ニホン		9,364		16,312		574				16,314		(2)



				Overseas Marugame Seimen brand　Basic information						(Monthly data per store)

						Sales
 (1,000 yen)		# of Guests
 (person)		Sales per Guest
 (yen)

				USA		34,334		30,151		1,139

				South Korea		5,589		6,292		888

				Taiwan (ROC)		8,844		13,739		644

				Cambodia		6,748		14,520		465

				Russia<JV>		6,359		8,043		791

				China(PRC) <JV>		5,141		8,006		642

				Thailand <JV>		1,840		3,319		554



				Japan		9,364		16,312		574

				過去データ カコ

				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン

				アメリカ		26,129		27,025		967

				韓国 カンコク		5,290		7,119		743

				台湾 タイワン		11,937		22,143		539

				ロシア（持分）		7,198		9,602		750

				中国（持分） チュウゴク モチブン		7,092		11,545		614

				タイ（持分）		2,457		4,910		500



				日本 ニホン		9,000		16,393		548







				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン

				アメリカ		31,554		31,756		994

				韓国 カンコク		6,005		7,465		804

				台湾 タイワン		16,033		24,226		662

				ロシア（持分）		7,736		10,644		727

				中国（持分） チュウゴク モチブン		8,479		12,302		689

				タイ（持分）		3,160		5,895		536



				日本 ニホン		8,836		16,213		545









Sheet8

		ＢＩ　「月別・日別推移」　→　「当月レート」　は、前月末のレートを採用

		閉店日　＞＝2016/03/31　（3/31以前に閉店した店舗は含まない） 　 開店日　＜＝2015/12/31（12/31以前に開店した店舗を含む）　など　　を選択

		*は取る

		開店、閉店の情報は、右クリックでロックする

		⇒　2016/1/1から03/31まで、ひと月フルで営業していた店舗を対象にしている

		1Q		閉店日　＞＝2019/3/31　		開店日 ＜＝2018/12/31

		2Q		閉店日　＞＝2019/06/30　		開店日 ＜＝2018/12/31

		3Q		閉店日　＞＝2019/09/30　		開店日 ＜＝2018/12/31

		4Q		閉店日　＞＝2019/12/31　		開店日 ＜＝2018/12/31

		※台湾は注意

		※丸亀製麺だけ絞る

		アメリカ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		3,775,772		420,005,085		0		-		305,840,278		137.33%		337,051		275,982		122.1%		1,246		0		-		-		-		-		-		5

		2019/01		1,330,758		146,330,201		0		-		103,856,746		140.90%		119,232		95,555		124.8%		1,227		0		-		-		-		-		-

		2019/02		1,184,941		132,559,354		0		-		96,738,622		137.03%		106,025		86,846		122.1%		1,250		0		-		-		-		-		-

		2019/03		1,260,073		141,115,529		0		-		105,244,911		134.08%		111,794		93,581		119.5%		1,262		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						28,000,339										22,470						1,246

						28,000

		韓国

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		1,580,603,090		158,813,746		0		-		166,848,993		95.18%		168,792		193,299		87.3%		941		0		-		-		-		-		-		10

		2019/01		531,204,040		53,226,645		0		-		56,384,924		94.40%		56,111		66,028		85.0%		949		0		-		-		-		-		-

		2019/02		497,843,510		50,431,548		0		-		53,101,644		94.97%		52,356		60,794		86.1%		963		0		-		-		-		-		-

		2019/03		551,555,540		55,155,554		0		-		57,362,425		96.15%		60,325		66,477		90.7%		914		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						5,293,792										5,626						941

						5,294

		台湾

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		232,899,909		816,303,255		0		-		758,783,227		107.58%		1,329,643		1,181,087		112.6%		614		0		-		-		-		-		-		31

		2019/04		73,674,211		265,227,160		0		-		261,160,848		101.56%		416,169		386,621		107.6%		637		0		-		-		-		-		-

		2019/05		75,733,337		260,522,679		0		-		238,959,394		109.02%		427,957		385,683		111.0%		609		0		-		-		-		-		-

		2019/06		83,492,361		290,553,416		0		-		258,662,985		112.33%		485,517		408,783		118.8%		598		0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

		2020/01																						0		-		-		-		-		-

		2020/02																						0		-		-		-		-		-

		2020/03																						0		-		-		-		-		-

						8,777,454										14,297						614

						8,777

		ロシア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計																						0		-		-		-		-		-		7

		2019/01																						0		-		-		-		-		-

		2019/02																						0		-		-		-		-		-

		2019/03																						0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						0										0						ERROR:#DIV/0!

						0

		中国

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		69,477,772		1,162,673,494		0		-		1,061,504,165		109.53%		1,630,424		1,625,313		100.3%		713		0		-		-		-		-		-		82

		2019/01		24,548,265		406,273,781		0		-		355,683,668		114.22%		572,525		567,131		101.0%		710		0		-		-		-		-		-

		2019/02		20,942,029		354,129,712		0		-		339,296,373		104.37%		481,953		503,492		95.7%		735		0		-		-		-		-		-

		2019/03		23,987,478		402,270,001		0		-		366,524,124		109.75%		575,946		554,690		103.8%		698		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						4,726,315										6,628						713

						4,726

		タイ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		34,435,354		123,136,542		0		-		136,646,473		90.11%		253,698		284,956		89.0%		485		0		-		-		-		-		-		24

		2019/01		11,696,125		41,638,205		0		-		46,666,141		89.23%		86,060		99,389		86.6%		484		0		-		-		-		-		-

		2019/02		10,642,945		38,314,601		0		-		42,171,387		90.85%		78,347		86,202		90.9%		489		0		-		-		-		-		-

		2019/03		12,096,285		43,183,736		0		-		47,808,945		90.33%		89,291		99,365		89.9%		484		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						1,710,230										3,524						485

						1,710

		カンボジア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		212,624		23,661,393		0		-		19,685,795		120.20%		44,272		47,403		93.4%		534		0		-		-		-		-		-		1

		2019/01		70,102		7,708,390		0		-		6,646,907		115.97%		14,847		15,975		92.9%		519		0		-		-		-		-		-

		2019/02		67,257		7,524,062		0		-		6,105,202		123.24%		14,023		14,947		93.8%		537		0		-		-		-		-		-

		2019/03		75,265		8,428,942		0		-		6,933,686		121.57%		15,402		16,481		93.5%		547		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						7,887,131										14,757						534

						7,887



		フィリピン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		63,548,033		143,724,744		0		-		52,754,174		272.44%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-		4

		2019/01		20,170,105		45,181,036		0		-		11,837,618		381.67%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/02		12,739,773		29,301,477		0		-		13,061,748		224.33%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/03		30,638,155		69,242,230		0		-		27,854,807		248.58%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/04														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/05														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/06														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/07														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/08														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/09														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/10														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/11														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/12														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

						11,977,062										0						ERROR:#DIV/0!

						11,977



				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)				検算

				アメリカ (本土・ハワイ）		28,000		22,470		1,246				22,470		0				9364837.1399935

				韓国		5,294		5,626		941				5,626		0				16312.6546754795

				台湾		8,777		14,297		614				14,297		0

				カンボジア		7,887		14,757		534				14,757		0

				ロシア（持分）		0		0		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				中国（持分）		4,726		6,628		713				6,628		0

				タイ（持分）		1,710		3,524		485				3,524		0



				日本		9,813		17,685		555				17,681		4



				Overseas Marugame Seimen brand　Basic information						(Monthly data per store)

						Sales
 (1,000 yen)		# of Guests
 (person)		Sales per Guest
 (yen)

				USA		28,000		22,470		1,246

				South Korea		5,294		5,626		941

				Taiwan (ROC)		8,777		14,297		614

				Cambodia		7,887		14,757		534

				China(PRC) <JV>		4,726		6,628		713

				Thailand <JV>		1,710		3,524		485



				Japan		9,813		17,685		555

				過去データ

				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)

				アメリカ		26,129		27,025		967

				韓国		5,290		7,119		743

				台湾		11,937		22,143		539

				ロシア（持分）		7,198		9,602		750

				中国（持分）		7,092		11,545		614

				タイ（持分）		2,457		4,910		500



				日本		9,000		16,393		548







				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)

				アメリカ		31,554		31,756		994

				韓国		6,005		7,465		804

				台湾		16,033		24,226		662

				ロシア（持分）		7,736		10,644		727

				中国（持分）		8,479		12,302		689

				タイ（持分）		3,160		5,895		536



				日本		8,836		16,213		545









株主還元

				配当の推移

						2012年3月期		2014年
3月期		2015年
3月期		2016年
3月期		2017年
3月期		2018年
3月期		2019年
3月期		2020年
3月期
(予想) ヨソウ

				1株当たりの
年間配当額 ア		15円50銭		8円00銭		10円00銭		24円00銭		26円00銭		26円50銭		1円50銭		12円50銭

				配当性向		19.90%		37.00%		20.50%		19.90%		20.00%		24.68%		24.10%		20.56%



																										株主優待の内容

																										保有株式数		優待内容		継続保有優遇 ケイゾク ホユウ ユウグウ

																										実施回数 ジッシ カイスウ		年2回 ネン カイ		左記に追加 サキ ツイカ		年2回 ネン カイ

																										100株以上～200株未満		4,000円相当の割引券 ワリビキケン				ー

																										200株以上～500株未満		4,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン

																										500株以上～1,000株未満		10,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン

																										1,000株以上		15,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン



				Changes in Dividends

						Year ended March 31, 2012		Year ended March 31, 2014		Year ended March 31, 2015		Year ended March 31, 2016		Year ended March 31, 2017		Year ended March 31, 2018		Year ended March 31, 2019		Year ended March 31, 2020
(estimated)

				Annual dividend per share		15.50yen		8.00yen		10.00yen		24.00yen		26.00yen		26.50yen		1.50yen		12.50yen																Annual dividend per share

				Dividend payout ratio		19.90%		37.00%		20.50%		19.90%		20.00%		20.00%		24.10%		20.56%																Dividend payout ratio



																										Shareholder incentives

																										Number of shares		Incentive		Preferential treatment for continuous holding

																										The number of times		Twice a year		Twice a year						Shareholder incentives

																										100 - 200		4,000 yen value coupon 		Add to left		-				Shareholder incentives

																										200 - 500		4,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 

																										500 - 1,000		10,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 

																										1,000+  		15,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 





丸亀製麺　既存店

																																				Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar

						2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		2018年
3月期 ネン ガツキ		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		10月																												2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月 ガツ		2月		3月		4月 ガツ		5月 ガツ		6月

						FY 2015		FY 2016		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep						FY 2015		FY 2016		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun

						FY 2015		FY 2016		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		FY 2017 		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月						FY 2015		FY 2016		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar

				Net Sales		106.7%		103.8%		104.8%		105.2%		107.0%		110.2%		104.2%		105.1%		100.6%		100.5%		107.6%		103.2%		103.1%		101.1%		104.4%		103.3%		94.4%		97.9%		96.3%		95.2%		92.2%		96.5%		101.8%		96.3%		97.6%		96.8%		99.6%		96.7%		110.1%		105.7%		103.0%		106.2%		111.3%						2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月

				# of guests - Head count		101.8%		103.0%		104.1%		102.5%		102.5%		104.2%		98.6%		101.4%		99.1%		98.6%		101.7%		99.7%		99.5%		98.2%		100.8%		97.6%		91.0%		95.2%		99.8%		97.5%		93.0%		93.9%		99.6%		96.1%		94.9%		96.6%		98.7%		99.0%		122.6%		106.6%		99.3%		104.1%		111.5%				売上 ウリアゲ		106.7%		103.8%		104.4%		103.3%		94.4%		97.9%		96.3%		95.2%		92.2%		96.5%		101.8%		96.3%								97%		110%		106%

				Sales per guest  - Average soend per head		106.7%		100.9%		100.7%		102.6%		104.4%		105.8%		105.7%		103.7%		101.5%		101.9%		105.8%		103.5%		103.7%		102.9%		103.5%		105.8%		103.8%		102.9%		96.5%		97.7%		99.1%		102.8%		102.2%		100.2%		102.9%		100.2%		100.9%		97.7%		89.8%		99.1%		103.7%		101.9%		99.9%				客数 キャクスウ		101.8%		103.0%		100.8%		97.6%		91.0%		95.2%		99.8%		97.5%		93.0%		93.9%		99.6%		96.1%								99%		123%		107%

																																				0%		1.30%		-1.42%		1.31%		2.16%		-3.53%		2.12%		1.36%		-1.32%						-2.1%		0.3%		-2.8%		-1.8%		1.7%		-1.2%		0.6%				客単価 キャクタンカ		106.7%		100.9%		103.5%		105.8%		103.8%		102.9%		96.5%		97.7%		99.1%		102.8%		102.2%		100.2%								98%		90%		99%

																																		売上 ウリアゲ																				97.6%		96.8%		97.4%		97.0%		107.3%		103.9%		104.7%		105.0%		111.9%

																																補正後 ホセイ ゴ		客数 キャクスウ		97.6%		92.3%		93.8%		101.1%		99.7%		89.5%		96.0%		101.0%		94.8%		94.9%		96.6%		96.6%		99.3%		119.8%		104.8%		101.0%		102.9%		112.1%

																																		客単価 キャクタンカ		105.8%		103.8%		102.9%		96.5%		97.7%		99.1%		102.8%		102.2%		100.2%		102.9%		100.2%		100.9%		97.7%		89.8%		99.1%		103.7%		101.9%		99.9%

				Net Sales																																																																						Net Sales

				# of guests - Head count																																																																						# of guests - Head count

				Sales per guest  - Average soend per head																																																																						Sales per guest  - Average soend per head



				売上 ウリアゲ																																																																						売上 ウリアゲ

				客数 キャクスウ																																																																						客数 キャクスウ

				客単価 キャクタンカ																																																																						客単価 キャクタンカ



																																		CM		110.0%		110.4%		79.4%		125.7%		73.0%		93.0%



				売上 ウリアゲ																																																																						売上 ウリアゲ

				客数 キャクスウ																																																																						客数 キャクスウ

				客単価 キャクタンカ																																																																						客単価 キャクタンカ



																																				0.9229357851
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Sheet1

				FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018.2Q

				8,084,319		8,375,678		8,820,127		9,151,859		9,515,486		9,393,999

				8,084		8,376		8,820		9,152		9,515		9,394

												117.7%		112.2%

												1,431

				2013.04-2014.03		2014.04-2015.03		2015.04-2016.03		2016.04-2017.03		2017.04-2018.03		2018.04-2019.03

				2014年
3月期 ネン ガツキ		2015年
3月期 ネン ガツキ		2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		2019年
3月期3Q ネン ガツキ

				8,084,319		8,375,678		8,821,908		9,153,590		9,517,802		9290333.95227737

				8,084		8,376		8,822		9,154		9,518		9,290

												117.7%		114.9%

												1,433,483		1,206,015

				FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018.2Q

				2014年
3月期 ネン ガツキ		2015年
3月期 ネン ガツキ		2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		2019年
3月期3Q ネン ガツキ



2014年	
3月期	2015年	
3月期	2016年	
3月期	2017年	
3月期	2018年	
3月期	2019年	
3月期3Q	8084.3188461100035	8375.6776849462367	8821.9075525010794	9153.5900605864608	9517.8017006252685	9290.3339522773695	

IFRS16

				大きな変更点は、これまでのファイナンス・リースとオペレーティング・リースという分類がなくなり、あらゆるリースが資産計上されることだ。その結果、莫大な金額のリースが企業会計上に表面化することとなる。さらに、損益計算書上では、ほとんどのオペレーティング・リースの初期の影響が大きくなる。つまり、リースの初期費用が上がる。



				2019年の新基準適用以降、上場企業は2017年と18年の財務諸表にさかのぼって新基準適用を求められることとなる。非上場企業に関しても、同様に2018年と19年にさかのぼって適用となる。

				BS												ＰＬ

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				資産 シサン		○						○●				売上 ウリアゲ

				負債 フサイ		○						○●				販管費 ハ				●

																ＥＢＩＴＤＡ

				簿外 ボガイ				●								減価償却 ゲンカ ショウキャク		○						○●

																営業利益 エイギョウ リエキ

																財務費用 ザイム ヒヨウ		○						○●

																税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ





Sheet2

																								（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS（2019/4/1）※												ＰＬ(2019/4/1～2020/3/31)※

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								84,530				売上 ウリアゲ

				リース資産 シサン		5,658										販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン				15,443

				リース負債 フサイ		3,536						82,407				ＥＢＩＴＤＡ

																減価償却 ゲンカ ショウキャク		○						14,584

				簿外 ボガイ				●								営業利益 エイギョウ リエキ

																財務費用 ザイム ヒヨウ		○						498

																税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ



				BS（新規計上額）※ シンキ ケイジョウ ガク

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								78,872

				リース資産 シサン		○

				リース負債 フサイ		○						78,872



				簿外 ボガイ				●

				※IFRS16影響額に関しましては、将来期間の為替レートが不明、減損が未確定、社宅データが最新のものではないなど、

				数値の変動要素はありますので、その点はご留意ください。





Sheet3

																								（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS（2019/4/1）												ＰＬ(2019/4/1～2020/3/31)

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								84,530				売上 ウリアゲ

				リース資産 シサン		5,658										販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン				15,443

				リース負債 フサイ		3,536						82,407				ＥＢＩＴＤＡ

																減価償却 ゲンカ ショウキャク								14,584

				BS（新規計上額） シンキ ケイジョウ ガク												営業利益 エイギョウ リエキ

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン				財務費用 ザイム ヒヨウ								498

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース				税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ

				使用権資産 シヨウケン シサン								78,872

				リース資産 シサン

				リース負債 フサイ								78,872

				※IFRS16影響額に関しましては、将来期間の為替レートが不明、減損が未確定、社宅データが最新のものではないなど、

				数値の変動要素はありますので、その点はご留意ください。





Sheet6

																				（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS期首影響額 キシュ エイキョウガク										ＰＬ影響額(2019/4/1～2019/6/30) エイキョウガク

						旧会計基準(2019/3/31現在) キュウ カイケイ キジュン ゲンザイ		新基準により
追加的に認識(2019/4/1現在) シン キジュン ツイカテキ ニンシキ ゲンザイ		合計 ゴウケイ						旧会計基準 キュウ		IFRS16
影響額 エイキョウガク		新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース

				使用権資産 シヨウケン シサン				78,094		78,094				売上 ウリアゲ		39,212		0		39,212

				有形リース資産(期末帳簿価額) ユウケイ シサン キマツ チョウボ カガク		2,364				2,364				販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン		4,555		-3,735		819

				リース負債 フサイ		3,536		79,928		83,464				ＥＢＩＴＤＡ		3,653		3,624		7,277

				利益剰余金の減少(税効果会計等考慮後) リエキ ジョウヨキン ゲンショウ ゼイ コウカ カイケイ トウ コウリョ ゴ				880		880				減価償却 ゲンカ ショウキャク		1,126		3,624		4,751

														営業利益 エイギョウ リエキ		1,940		111		2,051

														金融費用 キンユウ ヒヨウ		345		124		469

														税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ		1,382		-13		1,369
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Sheet7

				現状 ゲンジョウ												修正案 シュウセイ アン

						店舗数 テンポ スウ		売上（億円） ウリアゲ オク エン		売上（億円）
/店 ウリアゲ オク エン テン		月商（万円）
/店 ゲツ ショウ マン エン テン						店舗数 テンポ スウ		売上（億円） ウリアゲ オク エン		売上（億円）
/店 ウリアゲ オク エン テン		月商（万円）
/店 ゲツ ショウ マン エン テン

				北米 ホクベイ		1,000		1,000		1.0		833				北米 ホクベイ		1,000		1,000		1.0		833

				中南米 チュウナンベイ		200		100		0.5		417				中南米 チュウナンベイ		200		150		0.8		625

				欧州(+中東） オウシュウ チュウトウ		500		50		0.1		83		⇒		欧州(+中東） オウシュウ チュウトウ		500		350		0.7		583

				アジア		2,300		1,350		0.6		489				アジア		2,000		1,250		0.6		521

				日本 ニホン		2,000		2,500		1.3		1,042				日本 ニホン		2,000		2,000		1.0		833

																　TDJ以外 イガイ		300		250		0.8		694

						6,000		5,000		0.8		694						6,000		5,000		0.8		694
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グローバル・マルチブランド戦略
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丸亀製麺で創出した事業基盤（プラットフォーム）上で新たな付加価値を持つ業態を
育成 ⇒ 事業基盤を更に強化

トリドールホールディングスの事業基盤／強みトリドールホールディングスの事業基盤（プラットフォーム）

既存主力事業 国内外食 海外外食 ･･･

･･･

事業基盤の
創出

事業基盤の
更なる成長



グローバル・マルチブランド戦略
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事業基盤（プラットフォーム）も活用し、独資・直営モデルだけでなく、JV、フ
ランチャイズなど、パートナーのノウハウをレバレッジさせ成長を加速させる

連結売上
3,500億円

店舗合計売上
5,000億円

※「店舗合計売上」は、グループ店舗すべての売上を合計したもので、非連結の国、ブランドの売上が含まれております。
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2025年度末時点の店舗数・売上（店舗合計売上）イメージ

北米：
1,000店舗
1,000億円

中南米：
200店舗
150億円

欧州（＋中東）：
500店舗
350億円

アジア：
2,000店舗
1,250億円

将来ビジョン

日本：
2,300店舗
2,250億円



参考資料③ 補足資料
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出店 退店

817 11 4 824
RS 637 5 3 639

SC 180 6 1 185
とりどーる（焼き鳥） 15 0 2 13
豚屋とん一等（豚カツ・トンテキ） 53 1 0 54
丸醤屋（ラーメン） 11 0 1 10
長田本庄軒（焼きそば） 10 2 0 12

29 4 0 33
天ぷらまきの（天ぷら定食） 11 5 0 16
晩杯屋（立ち飲み） ※1 49 0 4 45
ずんどう屋（ラーメン） 45 3 0 48
その他 63 10 5 68

1,103 36 16 1,123

2019年
9月末

コナズ珈琲等（カフェ）

合 計

丸亀製麺（うどん）

運営業態
2019年
3月末

累計

出退店の状況（国内）

国内36店舗（純増16）を出店し、国内1,123店舗体制へ
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2Q



				連結PL (IFRS) レンケツ

						第2四半期 ダイ シハンキ						計画 ケイカク								前年同期 マエ ネン ドウキ キ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネンヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		80,017		100.0%		111.2%		77,748		100.0%		102.9%				71,981		100.0%

				事業利益 ジギョウ リエキ		5,840		7.3%		132.9%		3,651		4.7%		160.0%				4,393		6.1%

				EBITDA		15,499		19.4%		231.2%		13,793		17.7%		112.4%				6,705		9.3%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		15,560		19.4%		226.4%		14,093		18.1%		110.4%				6,872		9.5%

				営業利益 エイギョウ リエキ		5,084		6.4%		123.3%		3,359		4.3%		151.4%				4,122		5.7%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		4,100		5.1%		99.3%		3,073		4.0%		133.4%				4,128		5.7%

				四半期利益 シハンキ リエキ		2,601		3.3%		89.0%		2,009		2.6%		129.5%				2,923		4.1%				←値張り注意 アタイ バ チュウイ

				親会社の所有者に帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウ キ リエキ		2,569		3.2%		87.1%		1,948		2.5%		131.9%				2,948		4.1%



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		108.5%		47,039		100.0%		104.6%				45,346		100.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%				←　自動リンク ジドウ







				Consolidated PL (IFRS)																												Planned（計画した・された）　

						2Q FY 2019 						2Q FY 2019 (forecast) 								Previous period												一語だけでは違和感がありますがいかがでしょうか

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 				Amount		% to Revenue

				Revenue		80,017		100.0%		111.2%		77,748		100.0%		102.9%				71,981		100.0%										上期計画　H1 2018 (forecast) 

				Contribution margin		5,840		7.3%		132.9%		3,651		5%		160.0%				4,393		6.1%

				EBITDA		15,499		19.4%		231.2%		13,793		18%		112.4%				6,705		9.3%

				Adjusted EBITDA		15,560		19.4%		226.4%		14,093		18.1%		110.4%				6,872		9.5%										売上費　% to Sales 

				Operating profit		5,084		6.4%		123.3%		3,359		4.3%		151.4%				4,122		5.7%

				Profit before tax		4,100		5.1%		99.3%		3,073		4.0%		133.4%				4,128		5.7%										計画比 % to Plan 

				Profit for the year		2,601		3.3%		89.0%		2,009		2.6%		129.5%				2,923		4.1%

				Profit for the year attributable to owners of the parents		2,569		3.2%		87.1%		1,948		2.5%		131.9%				2,948		4.1%										前年比 YoY



				Marugameseimen segment																												英語では、表記の統一が重要になります。

				Revenue		49,183		100%		108.5%		47,039		100%		104.6%				45,346		100%										Pnanned(FY2018 2Q)

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%										 (2Q 2018) と期が前に来ます。

				Overseas segment																												カッコの前後には半角スペースが必要です。

				Revenue		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%





















4Q1



				連結PL (IFRS) レンケツ

						当期 トウキ										計画 ケイカク								前期 ゼンキ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		進捗率 シンチョク リツ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネンヒ				※値張りがあるので、計算式をチェック アタイ バ ケイサン シキ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		116,504		100.0%		49,660		100.0%		114.5%		112,233		100.0%		103.8%				101,779		100.0%		114.5%

				EBITDA		11,745		10.1%		-		-		-		-		-		-				12,167		12.0%		96.5%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		12,362		10.6%		-		-		96%		14,057		12.5%		87.9%				12,934		12.7%		95.6%

				営業利益 エイギョウ リエキ		7,635		6.6%		4,490		9.0%		88.6%		8,851		7.9%		86.3%				8,619		8.5%		88.6%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		7,175		6.2%		4,380		8.8%		84.8%		8,993		8.0%		79.8%				8,466		8.3%		84.8%

				当期利益 トウキ リエキ		4,663		4.0%		2,800		5.6%		83.5%		5,968		5.3%		78.1%				5,585		5.5%		83.5%				78.1%		※値張り アタイ バ

				親会社の所有者に帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウ キ リエキ		4,665		4.0%		2,810		5.7%		82.8%		5,970		5.3%		78.1%				5,631		5.5%		82.8%				78.1%		※値張り アタイ バ



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		49,660		100.0%		57.5%		89,306		100.0%		55.1%				85,598		100.0%		57.5%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		7,832		6.7%		-		-		-		14,913		-		-				13,674		13.4%		57.3%				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		49,660		100.0%		287.0%		6,876		100.0%		243.2%				5,826		100.0%		287.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		2,352		2.0%		-		-		-		366		-		-				363		0.4%		647.9%				←　自動リンク ジドウ

										　







				Consolidated PL (IFRS)

						FY 2017										FY 2017 Plan								Previous period

						Amount		Ratio to
Revenue		Planned		Ratio to
Revenue		Ratio to
Plannede		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Planned				Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		116,504		100.0%		49,660		100.0%		114.5%		112,233		100.0%		103.8%		0		101,779		100.0%		114.5%

				EBITDA		11,745		10.1%		-		-		-		-		-		-		0		12,167		12.0%		96.5%

				Adjusted EBITDA		12,362		10.6%		-		-		96%		14,057		12.5%		87.9%		0		12,934		12.7%		95.6%

				Operating profit		7,635		6.6%		4,490		9.0%		88.6%		8,851		7.9%		86.3%		0		8,619		8.5%		88.6%

				Profit before tax		7,175		6.2%		4,380		8.8%		84.8%		8,993		8.0%		79.8%		0		8,466		8.3%		84.8%

				Profit for the year		4,663		4.0%		2,800		5.6%		83.5%		5,968		5.3%		78.1%		0		5,585		5.5%		83.5%

				Profit for the year attributable to owners of the parents		4,665		4.0%		2,810		5.7%		82.8%		5,970		5.3%		78.1%		0		5,631		5.5%		82.8%

				Marugameseimen segment

				Revenue		49,183		100.0%		49,660		100.0%		57.5%		89,306		100.0%		55.1%		0		85,598		100.0%		57.5%

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		6.7%		-		-		-		14,913		-		-		0		13,674		13.4%		57.3%

				Overseas segment

				Revenue		16,720		100.0%		49,660		100.0%		287.0%		6,876		100.0%		243.2%		0		5,826		100.0%		287.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		2,352		2.0%		-		-		-		366		-		-		0		363		0.4%		647.9%





4Q



				連結PL (IFRS) レンケツ

						当期 トウキ						計画 ケイカク								前期 マエ ドウキ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		145,022		100.0%		124.5%		144,673		100.0%		100.2%				116,504		100.0%		124.5%

				EBITDA		8,671		6.0%		73.8%		-		-		-				11,745		10.1%		73.8%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		12,402		8.6%		100.3%		-		-		-				12,362		10.6%		100.3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		2,302		1.6%		30.2%		4,710		3.3%		48.9%				7,635		6.6%		30.2%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		1,337		0.9%		18.6%		4,219		2.9%		31.7%				7,175		6.2%		18.6%

				当期利益 トウキ リエキ		221		0.2%		4.7%		3,017		2.1%		7.3%				4,663		4.0%		4.7%				←値張り注意 アタイ バ チュウイ

				親会社の所有者に帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウ キ リエキ		267		0.2%		5.7%		3,105		2.1%		8.6%				4,665		4.0%		5.7%



				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		108.5%		47,039		100.0%		104.6%				45,346		100.0%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%		0.0%				←　自動リンク ジドウ

				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%		0.0%				←　自動リンク ジドウ







				Consolidated PL (IFRS)																														Planned（計画した・された）　

						FY 2019 						Full -year forecast								FY 2018														一語だけでは違和感がありますがいかがでしょうか

						Millions of yen		Ratio to revenue		YoY change		Millions of yen		Ratio to revenue		Ratio to budget				Millions of yen		Ratio to revenue		YoY change

				Revenue		145,022		100.0%		124.5%		144,673		100.0%		100.2%				116,504		100.0%		124.5%										上期計画　H1 2018 (forecast) 

				EBITDA		8,671		6.0%		73.8%		-		-		-				11,745		10.1%		73.8%

				Adjusted EBITDA		12,402		8.6%		100.3%		-		-		-				12,362		10.6%		100.3%										売上費　% to Sales 

				Operating profit		2,302		1.6%		30.2%		4,710		3.3%		48.9%				7,635		6.6%		30.2%

				Profit before tax		1,337		0.9%		18.6%		4,219		2.9%		31.7%				7,175		6.2%		18.6%										計画比 % to Plan 

				Profit for the year		221		0.2%		4.7%		3,017		2.1%		7.3%				4,663		4.0%		4.7%

				Profit for the year attributable to owners of the parents		267		0.2%		5.7%		3,105		2.1%		8.6%				4,665		4.0%		5.7%										前年比 YoY



				Marugameseimen segment																														英語では、表記の統一が重要になります。

				Revenue		49,183		100%		108.5%		47,039		100%		104.6%				45,346		100%		0.0%										Pnanned(FY2018 2Q)

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%				6,595		14.5%		0.0%										 (2Q 2018) と期が前に来ます。

				Overseas segment																														カッコの前後には半角スペースが必要です。

				Revenue		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%				14,906		100.0%		0.0%

				Operating profit of Marugameseimen segment		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%				1,695		11.4%		0.0%





















丸亀PL



				※項目　丸亀製麺を更新すれば他のセグメントもリンク コウモク マ コウシン タ																																																				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				丸亀製麺セグメントPL  マルガメ セイメン																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期 ダイ シハンキ						計画 ケイカク										前年同期 ゼンネン ドウキ																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキ ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		計画比 ケイカク ヒ		計画比 ケイカク ヒ				金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキ ヒ																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%		108.5%		47,039		100.0%		104.6%		104.6%				45,346		100.0%		108.5%																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%		117.8%				6,595		14.5%		118.8%		1,237																												税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Marugameseimen segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		49,183		100%		108.5%		47,039		100%		104.6%		104.6%				45,346		100%		108.5%										19,324		-		254.5%

				Operating profit of Marugameseimen segment		7,832		15.9%		118.8%		6,650		14.1%		117.8%		117.8%				6,595		14.5%		118.8%										14,576		75.4%		53.7%























とん一PL



																																																								その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				豚屋とん一セグメントPL  ブタ ヤ イチ																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期						計画										前年同期																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		1,827		100.0%		95.5%		1,940		100.0%		94.2%		94.2%				1,914		100.0%		95.5%																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ		55		3.0%		-		29		1.5%		188.2%		-				△ 12		-		-458.3%		67																												税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Butaya tonichi segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		1,827		100.0%		95.5%		1,940		100.0%		94.2%		94.2%				1,914		100.0%		95.5%										19,324		-		9.5%

				Operating profit of Butaya tonichi segment		55		3.0%		-		29		1.5%		2		-				△ 12		-		-458.3%										14,576		75.4%		0.4%























カフェPL



																																																								その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		92		ERROR:#REF!		170		ERROR:#REF!		(78)

				カフェセグメントPL 																																																				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		6,088		ERROR:#REF!		-		-

						第2四半期						計画										前年同期																																		営業利益 エイギョウ リエキ		4,363		ERROR:#REF!		4,490		ERROR:#REF!		(127)

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比																														金融収益 キンユウ シュウエキ		90		ERROR:#REF!		92		ERROR:#REF!		(2)

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		2,595		100.0%		149.0%		2,278		100.0%		113.9%		113.9%				1,742		100.0%		149.0%																														金融費用 キンユウ ヒヨウ		536		ERROR:#REF!		309		ERROR:#REF!		227		為替差損　397百万　（トリドール306百万、韓国73百万） カワセ サソン ヒャクマン ヒャクマン カンコク ヒャクマン

				セグメント利益 リエキ		116		4.5%		-		94		4.1%		123.4%		-				69		-		168.1%		47																												税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,991		ERROR:#REF!		4,380		ERROR:#REF!		(389)

																																																								当期利益 トウキ リエキ		2,495		ERROR:#REF!		2,800		ERROR:#REF!		(305)





				Butaya tonichi segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period														Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period										Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		2,595		100.0%		149.0%		2,278		100.0%		113.9%		113.9%				1,742		100.0%		149.0%										19,324		-		13.4%

				Operating profit of Butaya tonichi segment		116		4.5%		-		94		4.1%		1		-				69		-		168.1%										14,576		75.4%		0.8%























海外ＰＬ

				海外事業セグメントＰＬ カイガイ ジギョウ

						第2四半期						計画										前年同期

						金額		売上比		前期比		金額		売上比		計画比		計画比				金額		売上比		前期比

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%		102.0%				14,906		100.0%		112.2%

				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%		124.5%				1,695		11.4%		138.8%		657







				Overseas segment

						2Q FY 2019						2Q FY 2019 (forecast) 										Previous period

						Amount		% to Revenue		YoY		Amount		% to Revenue		 % to Plan 		Ratio to
Plannede				Amount		% to Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		16,720		100.0%		112.2%		16,397		100.0%		102.0%		102.0%				14,906		100.0%		112.2%

				Operating profit of Overseas segment		2,352		14.1%		138.8%		1,889		11.5%		124.5%		124.5%				1,695		11.4%		138.8%

















店舗数



								2019年
3月末 ネン ガツ マツ		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								出店		退店		2019年
9月末 ネン ガツ マツ

										1Q		2Q		3Q		4Q

				国内 コクナイ				1,103		7		0		-2		-4		36		16		1,123

						内、丸亀製麺 ウチ		817		7				-2		-4		11		4		824

				海外 カイガイ				575		-1				1		1		61		34		602

				合 計 ゴウ ケイ				1,678		6		0		-1		-3		97		50		1,725





								2019
Mar		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								Open		Close		2019
June

										1Q		2Q		3Q		4Q

				Domestic				1,103		7		0		(2)		(4)		36		16		1,123

						Marugame Seimen		817		7		0		(2)		(4)		11		4		824

				Overseas				575		(1)		0		1		1		61		34		602

				Total				1,678		6		0		(1)		(3)		97		50		1,725



















国内店舗数

				国内 コクナイ

				運営業態 ウンエイ ギョウタイ						2019年
3月末 ネン ガツ マツ		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								累計 ルイケイ				2019年
9月末 ネン ガツ マツ

												1Q		2Q		3Q		4Q		出店 シュッテン		退店 タイ テン

				丸亀製麺（うどん） マルガメ セイメン						817		5		1		2		-3		11		4		824

						RS				637		7				-2		-4		5		3		639

						SC				180		-2		1		4		1		6		1		185

				とりどーる（焼き鳥） ヤ トリ						15		-1		-1						0		2		13

				豚屋とん一等（豚カツ・トンテキ） ブタ ヤ イチ トウ トン						53										1		0		54

				丸醤屋（ラーメン） マル ジャン ヤ						11								-1		0		1		10

				長田本庄軒（焼きそば） ナ ヤ						10										2		0		12

				コナズ珈琲等（カフェ） コーヒー トウ						29										4		0		33

				天ぷらまきの（天ぷら定食） テン テン テイショク						11										5		0		16

				晩杯屋（立ち飲み） ※1 バン ハイ ヤ タ ノ						49										0		4		45

				ずんどう屋（ラーメン） ヤ						45										3		0		48

				その他 タ						63		-1				1		1		10		5		68				出店 シュッテン		ヤマキ 7、鳥八代 １、いぶき １、福はうち １ トリ ハチダイ フク

				合 計 ゴウ ケイ						1,103		3		0		3		-3		36		16		1,123				退店 タイテン		Collective 2、麺屋どおり １、ヤマキ ２、 メン ヤ









				Domestic

				Brands						Mar
2019		店舗数の増減 テンポ スウ ゾウゲン								During period				Sep
2019								Roadside locations "roadside"は一語です。

												1Q		2Q		3Q		4Q		Open		Close

				Marugame Seimen (Udon)						817		5		1		2		-3		11		4		824								Mall locations/Shopping center locaitons

						Roadside locations				637		7		0		-2		-4		5		3		639

						Shopping center locaitons				180		-2		1		4		1		6		1		185								ショッピングセンターは固有名詞ではないので

				Toridoll (Yakitori)						15		-1		-1		0		0		0		2		13								最初だけ大文字です。

				Butaya Tonichi （Tonkatsu,tonteki）						53		0		0		0		0		1		0		54								とんいちの表記の揺らぎを統一する必要があります

				Marushoya (Ramen)						11		0		0		0		-1		0		1		10

				Nagatahonjoken (Yakisoba)						10		0		0		0		0		2		0		12

				Kona's CoffeeRoasted（Cafe）						29		0		0		0		0		4		0		33

				Makino（Tenpura）						11		0		0		0		0		5		0		16

				Banpaiya (Standing Bar)						49		0		0		0		0		0		4		45

				Zundoya (Ramen)						45		0		0		0		0		3		0		48

				Others						63		-1		0		1		1		10		5		68

				Total						1,103		3		0		3		-3		36		16		1,123























海外店舗数

						海外 カイガイ

						業態 ギョウタイ		運営形態 ウンエイ ケイタイ		持分
比率 モチブン ヒリツ		エリア		直営 チョクエイ								FC								総合計 ソウ ゴウケイ

														2019年 ネン		通期累計 ツウキ ルイ ケイ				2019年 ネン		2019年 ネン		通期累計 ツウキ ルイ ケイ				2019年 ネン

														3月末 ガツ マツ		出店 シュッテン		退店 シリゾ ミセ		9月末 ガツ マツ		3月末 ガツ マツ		出店 シュッテン		退店 シリゾ ミセ		9月末 ガツ マツ

						丸亀製麺 マルガメ セイメン		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		6		2		0		8		0		0		0		0		8

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		韓国 カンコク		6		0		-1		5		4		0		0		4		9

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		90%		台湾 タイワン		30		1		0		31		0		0		0		0		31

								連結子会社 レンケツ コガイシャ		65%		カンボジア		2		0		-1		1		0		2		0		2		3

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		タイ		19		0		0		19		0		0		0		0		19

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		37%		中国 チュウゴク		76		9		-10		75		5		0		0		5		80		(丸亀製麺等） マルガメ セイメン トウ

								関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		33%		シンガポール		3		0		0		3		0		0		0		0		3

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		インドネシア		0		0		0		0		51		7		-1		57		57

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		ベトナム		0		0		0		0		10		0		0		10		10

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		オーストラリア		0		0		0		0		2		2		0		4		4

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		フィリピン		0		0		0		0		4		3		0		7		7

								ロイヤリティ収入 シュウニュウ		-		ロシア		0		0		0		0		6		1		0		7		7		⇒　次回より「ロイヤリティ収入」に変更 ジカイ シュウニュウ ヘンコウ

						譚仔雲南米線		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		中国(香港） チュウゴク ホンコン		53		2		0		55		0		0		0		0		55

						譚仔三哥米線		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		中国(香港） チュウゴク		54		4		0		58		0		0		0		0		58

						MONSTER CURRY		連結子会社 レンケツ コガイシャ		70%		シンガポール		13		0		0		13		0		0		0		0		13

						Wok to Walk		連結子会社 レンケツ コガイシャ		60%		欧州等 オウシュウ トウ		2		0		-2		0		101		11		-6		106		106		←将来的にはエリア別記載とChill Chillの分離を検討 ショウライテキ ベツ キサイ ブンリ ケントウ

						Boat Noodle等 トウ		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		49%		マレーシア等 トウ		65		3		-10		58		6		3		0		9		67		←ＦＣ：インドネシア、ブルネイ、シンガポール

						Boat Noodle		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		ミャンマー		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Shoryu（昇龍） ショウリュウ		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		39%		イギリス		11		0		0		11		0		0		0		0		11

						Poke		関連会社（持分法） カンレン ガイシャ モチブンポウ		40%		アメリカ等 トウ		32		0		-1		31		7		11		0		18		49

						とん一 イチ		連結子会社 レンケツ コガイシャ		90%		台湾 タイワン		4		0		-2		2		0		0		0		0		2

						Tokyo Table		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		1		0		0		1		0		0		0		0		1		←Saly Papa含む フク

						Crackin' Kitchen等 トウ		連結子会社 レンケツ コガイシャ		100%		アメリカ		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						合　計 ア ケイ								379		21		-27		373		196		40		-7		229		602



						Overseas

						Brands		Units		Shareholding ratio		Area		 Own stores								FC								Total										3Q FY2017

														2019		FY2019				2019		2019		FY2019				2019												Open　Openings

														Mar		Openings		Closures		Sep		Mar		Openings		Closures		Sep												Close　Closures

						Marugame Seimen		Subsidiaries		100%		USA		6		2		0		8		0		0		0		0		8										Direct operation → Own stores

								Subsidiaries		100%		Korea		6		0		-1		5		4		0		0		4		9										Investment ratio → Shareholding ratio

								Subsidiaries		90%		Taiwan		30		1		0		31		0		0		0		0		31										Operation form → Units

								Subsidiaries		65%		Cambodia		2		0		-1		1		0		2		0		2		3										JVs → Joint ventures

								JVs		40%		Thailand		19		0		0		19		0		0		0		0		19

								JVs		37%		China		76		9		-10		75		5		0		0		5		80		(丸亀製麺等） マルガメ セイメン トウ								Zundouya は海外では　Zund　でしょうか

								JVs		33%		Singapore		3		0		0		3		0		0		0		0		3										また雲南ヌードルの社名も英語にしてください

								FCs		-		Indonesia		0		0		0		0		51		7		-1		57		57										Tam Jai Yunnan Mixian  

								FCs		-		Vietnam		0		0		0		0		10		0		0		10		10										Tam Jai Sam Gor Mixian

								FCs		-		Australia		0		0		0		0		2		2		0		4		4

								FCs		-		Philippines		0		0		0		0		4		3		0		7		7

								FCs		-		Russia		0		0		0		0		6		1		0		7		7										FCS → Franchise stores

						Tam Jai Yunnan Mixian  		Subsidiaries		100%		China		53		2		0		55		0		0		0		0		55

						Tam Jai Sam Gor Mixian		Subsidiaries		100%		China		54		4		0		58		0		0		0		0		58

						MONSTER CURRY		Subsidiaries		70%		Singapore		13		0		0		13		0		0		0		0		13

						Wok to Walk		Subsidiaries		60%		Europe, etc		2		0		-2		0		101		11		-6		106		106

						Boat Noodle, etc		JVs		49%		Malaysia, etc		65		3		-10		58		6		3		0		9		67		←将来的にはエリア別記載とChill Chillの分離を検討 ショウライテキ ベツ キサイ ブンリ ケントウ

						Boat Noodle		JVs		40%		Myanmar		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Shoryu		JVs		39%		UK		11		0		0		11		0		0		0		0		11

						Poke		JVs				USA, etc		32		0		-1		31		7		11		0		18		49

						Ton-ichi		Subsidiaries		90%		Taiwan		4		0		-2		2		0		0		0		0		2

						Tokyo Table		Subsidiaries		100%		USA		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Crackin' Kitchen		Subsidiaries		100%		USA		1		0		0		1		0		0		0		0		1

						Total								379		21		-27		373		196		40		-7		229		602







販管費

						↓　値張り アタイ バ																				Dec
2016		Increase of COGS ratio		Increase of labor cost ratio		Decrease of utitily cost ratio		Increase of Advertising cost ratio		Decrease of other cost ratio		Dec
2017						Outsourced expenses cost ratio

				IFRS																				A		0.0%		6.1%		5.2%		5.2%		5.37%		5.373%		0.0%						4.68%

						当期 トウ キ		前期 ゼン キ		当期 トウ キ		前期 ゼン キ												B		6.6%		0.5%		1.0%		0.3%		0.1%		0.1%		5.5%						0.7%

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		84,611,870,484		76,410,732,534		100.0%		100.0%								6.63%								7.1%		6.2%		5.5%		5.60%		5.47%								6.29%

				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		22,114,638,095		19,597,952,094		26.1%		25.6%		0.49%		0.5%				0.49%																		-0.003%

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		62,497,232,389		56,812,780,440		73.9%		74.4%		-0.49%		-0.5%				0.95%						12.63%												11.38%

				人件費 ジンケンヒ		25,998,829,075		22,750,669,742		30.7%		29.8%		0.95%		1.0%				-0.30%

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		5,600,694,221		5,285,510,882		6.6%		6.9%		-0.30%		-0.3%				0.11%

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		3,008,620,794		2,630,257,849		3.6%		3.4%		0.11%		0.2%				0.30%

				外部委託費 ガイブ イタク ヒ		1,204,491,635		556,939,561		1.4%		0.7%		0.69%		0.9%

				減価償却 ゲンカ ショウキャク		2,822,536,290		2,630,600,253		3.3%		3.4%		-0.11%		0.1%

				非経常的費用項目 ヒ ケイジョウ テキ ヒヨウ コウモク						0.0%		0.0%		0.00%		0.0%

				その他経費 タ ケイヒ		20,280,276,639		18,621,209,302		24.0%		24.4%		-0.40%		-0.4%

				販管費合計 ハンカンヒ ゴウケイ		56,092,912,364		49,844,587,336		66.3%		65.2%		1.06%		1.1%

				減損損失 ゲンソン ソンシツ		197,019,359		174,192,361		0.2%		0.2%		0.00%		0.0%

				その他の営業収益		209,974,802		373,096,998		0.2%		0.5%		-0.24%		-0.2%

				その他の営業費用		290,358,876		182,532,680		0.3%		0.2%		0.10%		0.1%

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,126,916,592		6,984,565,061		7.2%		9.1%		-1.90%		-1.9%

				金融収益		214,537,303		158,888,535		0.3%		0.2%		0.05%		0.0%

				金融費用		204,615,613		209,755,449		0.2%		0.3%		-0.03%		-0.0%

				持分法による投資損益		(45,923,735)		32,780,539		-0.1%		0.0%		-0.10%		-0.1%

				税引前利益-IFRS		6,090,914,547		6,966,478,686		7.2%		9.1%		-1.92%		-1.9%



				EBITDA		9,029,836,956		9,424,600,996		10.7%		12.3%		-1.66%		-1.7%

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		9,625,721,108		9,650,528,423		11.4%		12.6%		-1.25%		0.1%





				※アウトラインの資料は＋－がややこしいので、アウトラインと違う資料をもらうこと！ シリョウ チガ シリョウ



						当期 トウ キ				前期 ゼン キ

				売上収益-IFRS		84,611,870,484				76,410,732,534

				売上原価-IFRS		22,114,638,095		26.1%		19,597,952,094		25.6%		0.5%

				売上総利益-IFRS		62,497,232,389		73.9%		56,812,780,440		74.4%		-0.5%

				役員報酬		108,250,002		0.1%		96,300,000		0.1%		0.0%

				従業員給与手当		4,251,910,385		5.0%		3,264,218,911		4.3%		0.8%

				従業員賞与		294,363,696		0.3%		347,556,450		0.5%		-0.1%

				従業員賞与引当金繰入額		263,711,252		0.3%		178,669,616		0.2%		0.1%

				アルバイト料		18,107,580,347		21.4%		16,321,483,339		21.4%		0.0%

				法定福利費		1,892,859,523		2.2%		1,521,885,102		2.0%		0.2%

				厚生費		273,222,179		0.3%		236,219,611		0.3%		0.0%

				退職給付費用		149,941,697		0.2%		133,743,809		0.2%		0.0%

				研修費		91,559,816		0.1%		53,362,661		0.1%		0.0%

				株式報酬費用		54,682,240		0.1%		61,835,720		0.1%		-0.0%

						25,998,829,075		30.7%		22,750,669,742		29.8%		1.0%

				減価償却費(販管)		2,822,536,290		3.3%		2,630,600,253		3.4%		-0.11%

				地代家賃		8,669,876,965		10.2%		7,984,604,610		10.4%		-0.20%

				電気料金		3,114,409,866		3.7%		2,811,307,132		3.7%		0.00%

				ガス料金		604,463,439		0.7%		521,485,071		0.7%		0.03%

				水道料金		1,861,837,616		2.2%		1,932,147,803		2.5%		-0.3%

						5,600,694,221		6.6%		5,285,510,882		6.9%		-0.3%

				備品消耗品費		1,536,121,739		1.8%		1,423,941,890		1.9%		-0.0%

				厨房備品食器費		616,137,407		0.7%		622,442,100		0.8%		-0.1%

				炭代		19,983,300		0.0%		20,570,876		0.0%		-0.0%

				被服費		310,825,129		0.4%		273,273,775		0.4%		0.0%

				開店時経費		250,779,337		0.3%		163,398,764		0.2%		0.1%

				定期メンテナンス費		476,580,650		0.6%		390,988,628		0.5%		0.1%

				保守点検料		2,054,919		0.0%		354,650		0.0%		0.0%

				警備料		595,671,384		0.7%		551,618,341		0.7%		-0.0%

				求人広告費		510,747,938		0.6%		535,394,523		0.7%		-0.1%

				支払手数料		657,366,431		0.8%		473,775,940		0.6%		0.2%

				荷造費		1,896		0.0%				0.0%		0.0%

				運搬費		964,386		0.0%				0.0%		0.0%

				リース・賃借料		26,867,764		0.0%		13,271,124		0.0%		0.0%

				外部委託費		1,204,491,635		1.4%		556,939,561		0.7%		0.7%												Dec
2016		Increase of COGS ratio		Increase of labor cost ratio		Decrease of utitily cost ratio		Increase of Advertising cost ratio		Decrease of other cost ratio		Dec
2017

				寄付金		15,017,016		0.0%		6,152,671		0.0%		0.0%												0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.00%		0.000%		0.0%

				衛生管理費		692,339,799		0.8%		609,215,331		0.8%		0.0%

				塵芥料		530,476,058		0.6%		504,529,603		0.7%		-0.0%												H29.3期
3Q キ		売上
原価率
の増加 ウリアゲ ゲンカ リツ ゾウカ		人件費率
の増加 ジンケンヒ リツ ゾウカ		水道
光熱費率
の減少 スイドウ コウネツヒ リツ ゲンショウ		広告宣伝費率
の増加 コウコク センデンヒ リツ ゾウカ		その他
経費率
の増加 タ ケイヒ リツ ゾウカ		H30.3期
3Q キ						外部委託費
の増加 ガイブ イタク ヒ ゾウカ

				お客様対応費		14,658,964		0.0%		13,904,231		0.0%		-0.0%

				商品開発費		48,854,784		0.1%		28,088,380		0.0%		0.0%

				業態開発費		7,795,434		0.0%		9,889,498		0.0%		-0.0%

				広告宣伝費		3,008,620,794		3.6%		2,630,257,849		3.4%		0.1%

				福利厚生費(販管)		1,296,795		0.0%				0.0%		0.0%

				接待交際費		85,773,510		0.1%		94,771,534		0.1%		-0.0%

				会議費		20,621,775		0.0%		13,479,002		0.0%		0.0%																悪化 アッカ		改善 カイゼン

				旅費交通費		641,341,918		0.8%		514,056,094		0.7%		0.1%														12.6%						12.6%

				通信費		406,286,357		0.5%		402,376,664		0.5%		-0.0%												原価 ゲンカ				0.5%				12.1%

				事業税等		4,283,742		0.0%				0.0%		0.0%												人件費 ジンケンヒ				1.0%				11.2%

				租税公課		383,083,463		0.5%		721,992,640		0.9%		-0.5%												水道光熱費 スイドウ コウネツヒ						0.3%		11.5%

				修繕費		1,010,202,596		1.2%		817,273,886		1.1%		0.1%												広告宣伝費 コウコク センデンヒ				0.1%				11.3%

				保険料		141,634,593		0.2%		117,153,401		0.2%		0.0%												外部委託費 ガイブ イタク ヒ				0.7%				10.6%

				貸倒引当金繰入額(販管)				0.0%		0		0.0%		0.0%																				10.6%

				のれん償却額				0.0%		0		0.0%		0.0%

				雑費		315,321,537		0.4%		240,056,292		0.3%		0.1%														11.4%						0.8%

				為替換算誤差		(4,495,999)		-0.0%		0		0.0%		-0.0%

				販売費及び一般管理費-IFRS		56,092,912,364		66.3%		49,844,587,336		65.2%		1.1%

				減損損失(特別)		197,019,359		0.2%		174,192,361		0.2%		0.0%

				減損損失-IFRS		197,019,359		0.2%		174,192,361		0.2%		0.0%

				受取協賛金		28,347,221		0.0%		7,182,014		0.0%		0.0%

				受取給付金				0.0%		18,631,066		0.0%		-0.0%

				受取保険金		8,389,093		0.0%		20,827,797		0.0%		-0.0%

				受取地代家賃		39,790,668		0.0%		29,405,074		0.0%		0.0%

				店舗閉鎖損失引当金戻入益		3,024,900		0.0%		42,842,250		0.1%		-0.1%

				その他の営業外収益		129,591,887		0.2%		103,524,768		0.1%		0.0%

				その他特別利益		831,033		0.0%		150,684,029		0.2%		-0.2%

				負ののれん償却額				0.0%		0		0.0%		0.0%

				その他の営業収益-IFRS		209,974,802		0.2%		373,096,998		0.5%		-0.2%

				固定資産除却損（営業外）		189,939,267		0.2%		63,302,783		0.1%		0.1%

				固定資産売却損(特別)		1,891,623		0.0%		5,436,180		0.0%		-0.0%

				固定資産除却損(特別)		15,054,213		0.0%		1,613,675		0.0%		0.0%

				その他の営業外費用		81,259,435		0.1%		30,858,047		0.0%		0.1%

				その他特別損失		2,214,338		0.0%		81,321,995		0.1%		-0.1%

				その他の営業費用-IFRS		290,358,876		0.3%		182,532,680		0.2%		0.1%

				営業利益-IFRS		6,126,916,592		7.2%		6,984,565,061		9.1%		-1.9%

				受取利息		111,269,374		0.1%		132,166,662		0.2%		-0.0%

				受取配当金		0		0.0%		1,082,988		0.0%		-0.0%

				為替差益		102,406,861		0.1%		25,243,762		0.0%		0.1%

				貸倒引当金戻入額		861,068		0.0%		395,123		0.0%		0.0%

				金融収益-IFRS		214,537,303		0.3%		158,888,535		0.2%		0.0%

				支払手数料（営業外）		176,301		0.0%				0.0%		0.0%

				支払利息及び割引料		204,439,312		0.2%		209,738,516		0.3%		-0.0%

				投資有証評価損(特別)				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替差損		0		0.0%		0		0.0%		0.0%

				貸倒引当金繰入額(営業外)				0.0%		16,933		0.0%		-0.0%

				金融費用-IFRS		204,615,613		0.2%		209,755,449		0.3%		-0.0%

				金融収益・費用純額-IFRS		9,921,690		0.0%		(50,866,914)		-0.1%		0.1%

				持分法による投資利益		0		0.0%		32,780,539		0.0%		-0.0%

				持分法による投資損失		45,923,735		0.1%		0		0.0%		0.1%

				持分法による投資損益-IFRS		(45,923,735)		-0.1%		32,780,539		0.0%		-0.1%

				税引前利益-IFRS		6,090,914,547		7.2%		6,966,478,686		9.1%		-1.9%

				法人税、住民税及び事業税		2,268,587,516		2.7%		2,404,932,387		3.1%		-0.5%

				法人税等調整額		(168,234,397)		-0.2%		(125,953,201)		-0.2%		-0.0%

				法人所得税費用-IFRS		2,100,353,119		2.5%		2,278,979,186		3.0%		-0.5%

				当期利益-IFRS		3,990,561,428		4.7%		4,687,499,500		6.1%		-1.4%

				少数株主損益		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				少数株主損益(控除)		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				当期利益(計)		3,976,600,697		4.7%		4,703,918,074		6.2%		-1.5%

				少数株主損益(加算)		13,960,731		0.0%		(16,418,574)		-0.0%		0.0%

				少数株主損益調整前当期純利益2		3,990,561,428		4.7%		4,687,499,500		6.1%		-1.4%

				為替換算調整勘定-期首調整				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定-増減		(24,512,511)		-0.0%		(673,794,264)		-0.9%		0.9%

				為替換算調整勘定-組替調整額				0.0%		(8,967,051)		-0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定-換算調整		190,918,936		0.2%		(222,390,934)		-0.3%		0.5%

				為替換算調整勘定-税効果				0.0%		0		0.0%		0.0%

				為替換算調整勘定		166,406,425		0.2%		(905,152,249)		-1.2%		1.4%

				在外営業活動体の換算差額-IFRS		166,406,425		0.2%		(905,152,249)		-1.2%		1.4%

				為替換算調整勘定-持分損益		60,941,835		0.1%		(655,780,616)		-0.9%		0.9%

				持分法適用会社に対する持分相当額		60,941,835		0.1%		(655,780,616)		-0.9%		0.9%

				その他の包括利益合計-IFRS		227,348,260		0.3%		(1,560,932,865)		-2.0%		2.3%

				包括利益-IFRS		4,217,909,688		5.0%		3,126,566,635		4.1%		0.9%

				親会社株主に係る包括利益		4,138,526,729		4.9%		3,251,408,331		4.3%		0.6%

				為替換算調整勘定-少持損益		65,422,228		0.1%		(108,423,122)		-0.1%		0.2%

				少数株主に係る包括利益		79,382,959		0.1%		(124,841,696)		-0.2%		0.3%

				資本剰余金期首残高		4,007,005,257		4.7%		3,946,667,082		5.2%		-0.4%

				資本剰余金期首残高計		4,007,005,257		4.7%		3,946,667,082		5.2%		-0.4%

				新株式発行高		0		0.0%				0.0%		0.0%

				ストックオプション行使		46,021,543		0.1%		61,421,483		0.1%		-0.0%

				子会社増加増加高(CS)		0		0.0%		580,547,721		0.8%		-0.8%

				持分増加増加高(CS)				0.0%		(580,547,721)		-0.8%		0.8%

				資本剰余増加(その他)				0.0%		(7,179,474)		-0.0%		0.0%

				資本剰余金増加額計		46,021,543		0.1%		54,242,009		0.1%		-0.0%

				資本剰余金期末残高計		4,053,026,800		4.8%		4,000,909,091		5.2%		-0.4%

				利益剰余金期首残高		25,668,638,036		30.3%		21,218,844,514		27.8%		2.6%

				利益剰余金期首調整額		144,544,938		0.2%		0		0.0%		0.2%

				利益剰余金期首残高計		25,813,182,974		30.5%		21218844514		27.8%		2.7%

				当期利益計		3,976,600,697		4.7%		4,703,918,074		6.2%		-1.5%

				子会社増加増加高(SS)		0		0.0%		-8607819577		-11.3%		11.3%

				子会社減少増加高(SS)		310		0.0%				0.0%		0.0%

				持分増加増加高(SS)				0.0%		8607819577		11.3%		-11.3%

				利益剰余金増加額計		3,976,601,007		4.7%		4703918074		6.2%		-1.5%

				支払配当金(前期分)		0		0.0%		1		0.0%		-0.0%

				支払配当金(期末)		1,127,884,966		1.3%		1039355784		1.4%		-0.0%

				子会社増加減少高(SS)		0		0.0%				0.0%		0.0%

				子会社減少減少高(SS)		3,106,557		0.0%		0		0.0%		0.0%

				持分減少減少高(SS)		0		0.0%		0		0.0%		0.0%

				利益剰余金減少額計		1,130,991,523		1.3%		1039355785		1.4%		-0.0%

				利益剰余金期末残高計		28,658,792,458		33.9%		24883406803		32.6%		1.3%



























































































































































A	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	0	6.1414073879174302E-2	5.1884232756536808E-2	5.18	84232756536808E-2	5.3728542335630798E-2	5.3728542335630798E-2	0	B	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	6.6298074929537765E-2	4.8840010503634623E-3	9.5298411226374946E-3	2.9795907585764281E-3	1.1352811794824377E-3	1E-3	5.4763246846318239E-2	Dec	
2016	Increase of COGS ratio	Increase of labor cost ratio	Decrease of utitily cost ratio	Increase of Advertising cost ratio	Decrease of other cost ratio	Dec	
2017	1	





丸亀製麺　販管費

				2017.06		原価率 ゲンカ リツ		人件費率 ジンケンヒ		水道光熱費率 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費率 コウコク センデンヒ		その他経費率 タ ケイヒ		2018.06

				丸亀製麺 マ

				June
2017		COGS ratio		labor cost ratio		utitily cost ratio		Advertising cost ratio		other cost ratio		June
2018

						15.80%		15.10%		15.00%		15.00%		15.20%

				16.10%		0.30%		0.70%		0.10%		0.70%		0.50%		15.20%



				June
2017		COGS ratio		labor cost ratio		utitily cost ratio		Advertising cost ratio		other cost ratio		June
2018

						2.800%		2.100%		2.000%		2.000%		2.200%

				3.100%		0.30%		0.70%		0.10%		0.70%		0.50%		2.200%





				連結 レンケツ

				H29.03		原価 ゲンカ		人件費 ジンケンヒ		水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費 コウコク センデンヒ		その他経費 タ ケイヒ		H30.03

						24.80%		24.80%		25.50%

				26.50%		1.70%		0.70%		0.40%		0.00%		0.30%		24.20%



				H29.03		原価 ゲンカ		人件費 ジンケンヒ		水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		広告宣伝費 コウコク センデンヒ		その他経費 タ ケイヒ		H30.03

						-0.200%		-0.200%		0.500%

				1.500%		1.70%		0.70%		0.40%						-0.800%

				Mar
2017		COGS ratio		labor cost ratio		utitily cost ratio		Advertising cost ratio		other cost ratio		Mar
2018						Outsourced expenses cost ratio

				0		150		250		100

				150		100		50		200		100



0	150	250	100	150	100	50	200	100	June	
2017	COGS ratio	labor cost ratio	utitily cost ratio	Advertising cost ratio	other cost ratio	June	
2018	2.7999999999999997E-2	2.0999999999999991E-2	1.999999999999999E-2	1.999999999999999E-2	2.1999999999999992E-2	June	
2017	COGS ratio	labor cost ratio	utitily cost ratio	Advertising cost ratio	other cost ratio	June	
2018	3.1E-2	3.0000000000000001E-3	7.0000000000000001E-3	1E-3	7.0000000000000001E-3	5.0000000000000001E-3	2.1999999999999992E-2	

海外概況

				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				アジア		台湾		出店拡大中		商品・マーケティング施策の強化により、直近では既存店前年比で前年を上回る月もある。経営体制を再整備し、更なる事業拡大に必要な体制を構築中。豚カツ業態も4店舗運営。 ショウヒン シサク キョウカ チョッキン キゾン テン ゼンネン ゼンネン ウワマワ ツキ ケイエイ タイセイ サイセイビ サラ ジギョウ カクダイ ヒツヨウ タイセイ コウチク ナカ		3,200百万 / 390百万  ヒャク マン ヒャクマン

						韓国		収益改善中		2018年に大幅な不採算店舗を閉店したことにより収益基盤が強化。今後は既存店の収益性の強化を図り、全社黒字を目指す。 ネン オオハバ フサイサン テンポ ヘイテン シュウエキ キバン キョウカ コンゴ キゾン テン シュウエキセイ キョウカ ハカ ゼンシャ クロジ メザ		550百万 / 5百万  ヒャク マン ヒャクマン						韓国				2018年に大幅な不採算店舗を閉店したことにより収益基盤が強化。2019年は既存店の収益性の強化を行い、全社黒字を目指す。 ネン オオハバ フサイサン テンポ ヘイテン シュウエキ キバン キョウカ ネン キゾン テン シュウエキセイ キョウカ オコナ ゼンシャ クロジ メザ

						中国		出店拡大中		北京、上海、香港などの大都市での展開に力点をおいて展開中。試験的に地方都市にも出店していたが、日本食に対して市場が未成熟であったこともあり苦戦。不採算店舗は閉鎖し、今後は十分な市場のある大都市にフォーカスする。 ペキン シャンハイ ホンコン ダイトシ テンカイ リキテン テンカイチュウ シケンテキ チホウ トシ シュッテン ニホンショク タイ シジョウ ミセイジュク クセン フサイサン テンポ ヘイサ コンゴ ジュウブン シジョウ ダイトシ								中国				北京、上海、香港などの大都市での展開に力点をおいて展開中。試験的に地方都市にも出店をしていたが、日本食に対して市場が未成熟であったこともあり、不採算店舗は閉鎖し、今後は十分な市場のある大都市にフォーカスする。 ペキン シャンハイ ホンコン ダイトシ テンカイ リキテン テンカイチュウ シケンテキ チホウ トシ シュッテン ニホンショク タイ シジョウ ミセイジュク フサイサン テンポ ヘイサ コンゴ ジュウブン シジョウ ダイトシ

						香港（雲南） ホンコン ウンナン				現在「譚仔雲南米線」「譚仔三哥米線」を計105店舗(12月末現在)を展開。香港で雲南ヌードル業態のシェアは7割と圧倒的なブランド力を誇る。
2社を統合管理するCEO、CFOをはじめ、マネジメント層を採用し 　グループ会社としてのガバナンス強化および更なる成長を実現する 　ための経営強化を図っている 。
現在はトリドールHDと協力しながらさらなるブランド強化のための施策やノウハウの伝承を実施中。将来的には、香港国内において150～160店舗体制を目指す。 ガツマツ リョク シサク デンショウ ジッシ チュウ タイセイ		3390百万 / 560百万  ヒャク マン ヒャクマン										2社を統合管理するCEO、CFOをはじめ、マネジメント層を採用し 　グループ会社としてのガバナンス強化および更なる成長を実現する 　ための経営強化を図っている 

				東南アジア トウナン		タイ 		収益改善中		店舗段階のEBITDAが平均で15%前後、25％前後の店舗が多数あり比較的堅調に推移している。不採算店舗の整理や本部費の合理化を図り、収益強化を図っている。								タイ 				店舗段階のEBITDAが平均で15%前後、25％前後の店舗が多数あり比較的堅調に推移している。不採算店舗の整理や本部費の合理化を図り、収益強化を図っている。 テンポ ダンカイ ヘイキン ゼンゴ ゼンゴ テンポ タスウ ヒカクテキ ケンチョウ スイイ フサイサン テンポ セイリ ホンブ ヒ ゴウリカ ハカ シュウエキ キョウカ ハカ

						インドネシア		出店拡大中		ジャカルタにおける主要モールを中心に丸亀製麺を展開すると共に、更なる拡大を狙い地方都市での拡大を図っている。顧客層の拡大も視野に入れたエクスプレス店の導入も検討中で、2025年までに100店舗展開を目指す。 コキャクソウ カクダイ シヤ イ テン ドウニュウ ケントウチュウ ネン テンポ テンカイ メザ				 				インドネシア				ジャカルタにおける主要モールを中心に丸亀製麺を展開すると共に、更なる拡大を狙い地方都市での拡大を図っている。顧客層の拡大も視野に入れたエクスプレス店の導入も検討中で、2025年までに100店舗展開を目指す。 コキャクソウ カクダイ シヤ イ テン ドウニュウ ケントウチュウ ネン テンポ テンカイ メザ

						ベトナム		収益改善中		ホーチミンの既存店の収益性向上に向け注力。実験店舗にて様々な施策を実施し、横展開を進める。加えて、ハノイ、ハイフォンなどの北部地域でサブフランチャイズでの出店を予定。 キゾン テン シュウエキセイ コウジョウ ム チュウ チカラ ジッケン テンポ サマザマ シサク ジッシ ヨコ テンカイ スス クワ ホクブ チイキ シュッテン ヨテイ								ベトナム				2019年はホーチミンの既存店の収益性の改善に力を入れる。実験店舗を導入し、様々な施策を実施、横展開を進めていく。加えて、ハノイ、ハイフォンといった北部地域でサブフランチャイズにて2-3店舗の出店を予定。 ネン キゾン テン シュウエキセイ カイゼン チカラ イ ジッケン テンポ ドウニュウ サマザマ シサク ジッシ ヨコ テンカイ スス クワ ホクブ チイキ テンポ シュッテン ヨテイ



				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				東南アジア トウナン		カンボジア		収益改善中		既存レギュラー店の収益が向上し、前年比で約110％の伸びを示している。直営店に加え、フランチャイズ加盟店の出店立地も確定しており、プノンペンにおける更なる展開が予定されている。郊外向けの新業態（丸亀製麺）も展開しており、より広範囲に展開できるよう模索中。		80百万 / △21百万  ヒャク マン ヒャクマン						カンボジア				既存レギュラー店の収益が向上し、前年比で約110％の伸びを示している。直営店に加え、フランチャイズ加盟店の出店立地も確定しており、プノンペンにおける更なる展開が予定されている。郊外向けの新業態（丸亀製麺）も展開しており、より広範囲に展開できるよう模索中。 キゾン テン シュウエキ コウジョウ ゼンネンヒ ヤク ノ シメ チョクエイ テン クワ カメイ テン シュッテン リッチ カクテイ サラ テンカイ ヨテイ コウガイ ム シンギョウタイ マルガメ セイメン テンカイ コウハンイ テンカイ モサクチュウ

						マレーシア
（ Boat Noodle 、他） ホカ		出店拡大中		主力業態であるBoatNoodleに力点を置いて展開中。マレーシア国内でBoatNoodleのみで50店舗（過去2年間で約40店舗の開店）を展開しており、現地で認知度の高いブランドとして成長している。
店舗段階のみならず、全社でもEBITDA20%を超える好業績で、今後の更なる発展が期待される。国外の展開も進み、ブルネイ、ミャンマー、インドネシア、シンガポールに出店済み。更なる進出に向けて取り組み中。								マレーシア
（ Boat Noodle 、他） ホカ				主力業態であるBoatNoodleに力点を置いて展開中。マレーシア国内でBoatNoodleのみで50店舗（過去2年間で約40店舗の開店）を展開しており、現地で認知度の高いブランドとして成長している。
店舗段階のみならず、全社でもEBITDA20%を超える好業績で、今後の更なる発展が期待される。国外の展開も進み、ブルネイ、ミャンマー、インドネシア、シンガポールに出店済み、更なる進出に向けて取り組み中。 シュリョク ギョウタイ リキテン オ テンカイチュウ コクナイ テンポ カコ ネンカン ヤク テンポ カイテン テンカイ ゲンチ ニンチド タカ セイチョウ テンポ ダンカイ ゼンシャ コ コウギョウセキ コンゴ サラ ハッテン キタイ コクガイ テンカイ スス シュッテン ズ サラ シンシュツ ム ト ク チュウ

						フィリピン				フランチャイズとして丸亀製麺１号店を2017年8月、2号店を2018年2月、3号店を同年8月、4号店を11月にをオープンしたが、いずれも好業績を維持。
今後は更なる拡大を狙いマニラ地域での出店を加速していく予定。 ゴウテン ネン ガツ ゴウ テン ドウ ネン ガツ ス ギョウセキ イジ コンゴ								フィリピン				2018年11月に4号店をオープンしたが、どの店舗も業績好調で年換算1,000万円以上の売上を誇る。2019年は更なる拡大を狙いマニラ地域での出店を加速していく予定。4月以降の出店攻勢で年間7店舗出店を目指す。 ネン ガツ ゴウテン テンポ ギョウセキ コウチョウ トシ カンサン マンエンイジョウ ウリアゲ ホコ ネン サラ カクダイ ネラ チイキ シュッテン カソク ヨテイ ガツ イコウ シュッテン コウセイ ネンカン テンポ シュッテン メザ

						ミャンマー
（Boat Noodle）				現地飲食最大手のYKKO社と合弁会社を設立し、２０１７年１０月よりBoatNoodle業態をフランチャイズで展開。これまでミャンマーにはないオシャレな空間と食事を楽しめるお店として受け入れられ、賑わいを見せている。現状、２店舗のオープンを目指している。								ミャンマー
（Boat Noodle）				現地飲食最大手のYKKO社と合弁会社を設立し、２０１７年１０月よりBoatNoodle業態をフランチャイズで展開。これまでミャンマーにはないオシャレな空間と食事を楽しめるお店として受け入れられ、賑わいを見せている。現状、２店舗のオープンを目指している。 カイシャ ゲンジョウ

						シンガポール
（丸亀製麺） マ				中国合弁を介してシンガポールにて3店舗出店。賃料は高いものの、認知拡大を目的に代表的なモールへ出店をしている。認知浸透と共に収益性も向上しており、当面は3店舗に集中して足場を固める方針。 リョウ セイ								シンガポール
（丸亀製麺） マ				中国合弁を介してシンガポールにて3店舗出店。家賃は高いものの、認知拡大を目的に代表的なモールへの出店をしている。認知浸透と共に収益も向上しており、当面は3店舗に集中して足場を固める方針。 チュウゴク ゴウベン カイ テンポ シュッテン ヤチン タカ ニンチ カクダイ モクテキ ダイヒョウテキ シュッテン ニンチ シントウ トモ シュウエキ コウジョウ トウメン テンポ シュウチュウ アシバ カタ ホウシン

						シンガポール
（MONSTER CURRY）				シンガポール国内で11店舗を展開中（2018年12月末現在）。シンガポールの日本式カレー市場で圧倒的なシェアNO.1を獲得している。
現在はトリドールHDと協働しながら、さらなる強みの強化とトリードールHDが所有する店舗運営ノウハウの継承を実施中。今後は、シンガポールの日本式カレー市場におけるポジショニングをさらに強化し、2025年までに20店体制を目指す。 コンゴ タイセイ メザ								シンガポール
（MONSTER CURRY）				現在、モンスターカレーはシンガポール国内で11店舗を展開中（2018年12月末現在）。「モンスターカレー」はシンガポールの日本式カレー市場で圧倒的なシェアNO.1を獲得している。現在はトリドールHDと協働しながら、さらなるモンスターカレーの強みの強化とトリードールが所有する店舗運営のノウハウの継承を実施中。これらを組み合わせることで、シンガポールの日本式カレー市場におけるモンスターカレーのポジショニングをさらに強化し、2025年までに20店に増やす。 ゲンザイ コクナイ テンポ テンカイチュウ ネン ガツ マツ ゲンザイ シジョウ ゲンザイ キョウドウ ツヨ キョウカ ショユウ ケイショウ ジッシチュウ ク ア ニホンシキ シジョウ キョウカ



				国・地域 / ブランド クニ チイキ				状況 ジョウキョウ		概要 ガイヨウ		収益寄与（前期実績）
売上 / セグメント利益 シュウエキ キヨ ゼンキ ジッセキ ウリアゲ リエキ

				アメリカ		TDC（Tokyo Ｔable) 		－		1号店アーバイン店は世界でも上位の高い売上を堅持し、安定的な黒字体質。
2号店アルハンブラ店を業態転換した”日本の洋食”を軸にした新業態"Saly papa"は客数は確保するも客単価の向上に苦戦。		780百万 / △280百万  ヒャク マン ヒャクマン						TDC（Tokyo Ｔable) 		－		1号店アーバイン店は世界でも上位の高い売上を堅持し、安定的な黒字体質。2号店アルハンブラ店を業態転換した”日本の洋食”を軸にした新業態"Saly papa"は客数は確保するも客単価の向上に苦戦。撤退の方向性で検討をしている ケンジ アンテイテキ クロジタイシツ ギョウタイ テンカン シン キャクスウ カクホ キャクタンカ コウジョウ クセン テッタイ ホウコウセイ ケントウ

						丸亀製麺		本土一号店出店		ハワイWaikikki店は依然好調を維持　世界トップの売上を誇る（最高日商も更新）。
2017年9月にオープンしたロサンゼルス・Sawtelle店、2018年1月にオープンのサンフランシスコ・Stonestown店はさらなる改善が進み、売上が伸張。3号店がLA・ビバリーヒルズ店舗はモールの集客が鈍化しており店舗モデルの構築に苦戦。また、2018年12月に4号店がグレンデールにオープンし、米国では初の丸亀フードコートモデルの構築に取り組んでいる。 ネン ガツ		ハワイ
830百万 / 120百万
本土：軽微                  ホンド ケイビ						丸亀製麺		本土一号店出店		ハワイWaikikki店は依然好調を維持　世界トップの売上を誇る（最高日商も更新）。
2017年9月にオープンしたロサンゼルス・Sawtelle店、2018年1月にオープンのサンフランシスコ・Stonestown店はさらなる改善が進み、売上が伸張。3号店がLA・ビバリーヒルズ店舗はモールの集客が鈍化しており店舗モデルの構築に苦戦。また4号店のグレンデールがオープンし、米国では初の丸亀フードコートモデルの構築に取り組む サイコウ ニッショウ コウシン テン テン カイゼン スス ウリアゲ シンチョウ テンポ シュウキャク ドンカ テンポ コウチク クセン ゴウテン ベイコク ハツ マルガメ コウチク ト ク

						CRACKIN’KITCHEN		出店準備中		ハワイ店は依然好調を維持　世界１、２位の売上を誇る。2018年3月LAに本土１号店メニュー改善やマーケ施策が結果に結びつかず、閉店。		590百万 / 70百万  ヒャク マン ヒャクマン						CRACKIN’KITCHEN		出店準備中		ハワイ店は依然好調を維持　世界１、２位の売上を誇る。2018年3月LAに本土１号店メニュー改善やマーケ施策が結果に結びつかず、閉店 テン ネン ホンド ゴウテン カイゼン シサク ケッカ ムス ヘイテン

						POKE				2018年8月に出資を完了し提携開始。10-12月にかけて積極的に新店をオープンし、現在は32店舗体制に。2019年も約30店舗(すべてFC)の出店を計画中。品質保証や購買面で、トリドールHDのノウハウ移管を検討している。 タイセイ								POKE				2018年8月に出資を完了し提携開始。10-12月にかけて積極的に新店をオープンし、現在は30店舗強に。2019年も約30店舗(すべてFC)の積極出店を計画中。品質保証や購買面で、トリドールHDのノウハウ移管を検討している ネン ガツ シュッシ カンリョウ テイケイ カイシ セッキョクテキ ゲンザイ テンポ キョウ セッキョク シュッテン ケイカクチュウ ケントウ

				イギリス		Shoryu		出店拡大中		引き続きロンドンでのドミナント展開を進める。唯一の郊外店であるマンチェスター店とオクスフォード店は賃料や物流費などのコストカットを実施中。
単価を抑えたラーメンのほか、焼きそば・カツカレーなどの新メニューを導入。また、グデタマなどキャラクターを使用した販促のほか、店外からの視認性を高める施策など、集客に向けた取り組みも実施しており、全体として成果が出ている。								Shoryu				引き続きロンドンでのドミナント展開を進める。唯一の郊外店であるマンチェスター店とオクスフォード店は賃料や物流費などのコストカットを実施中。
商品は単価を抑えたラーメンや、グデタマなどキャラクターを使用した販促、焼きそばやカツカレーなどの新メニューを導入。店外からの視認性を高める施策など、集客に向けた取り組みも実施しており、全体として成果が出ている。 テンカイ ユイイツ コウガイ テン テン テン チンリョウ ブツリュウ ヒ ジッシ チュウ ショウヒン タンカ オサ シヨウ ハンソク ヤ シン ドウニュウ テン ガイ シニンセイ タカ シサク シュウキャク ム ト ク ジッシ ゼンタイ セイカ デ

				ロシア		丸亀製麺		収益改善中		2020年12月期より、合弁を解消し、全店FC化。これにより資金の外部調達も可能になり、モスクワにてFC、サブFC店の展開を画策、積極的な出店と既存店強化を目論む。
今後は、収益拡大とともにこれまで出店のなかった立地への新規出店を行い、店舗数の拡大を予定している。						ロシア		丸亀製麺		収益改善中		2020年12月期より、合弁を解消し、全店FC化。これにより資金の外部調達も可能になり、モスクワにてFC、サブFC店の展開を画策、積極的な出店と既存店強化を目論む。今後は、収益拡大とともに、ロシアにおけるTier oneモールからの誘いもある中で、これまで出店のなかった立地への新規出店を行い、店舗数の拡大を予定している。日本からのサポート方法についても、引き続き検討。 ネン ガツキ ゴウベン カイショウ ゼンテン カ シキン ガイブチョウタツ カノウ ミセ テンカイ カクサク セッキョクテキ シュッテン キョウカ モクロ コンゴ シュウエキカクダイ サソ ナカ シュッテン リッチ シンキ シュッテン オコナ テンポスウ カクダイ ヨテイ ニホン ホウホウ ヒ ツヅ ケントウ

				その他 タ		ＷＯＫ ＴＯ ＷＡＬＫ		出店拡大中		フランスにおける大型契約を含む複数のフランチャイジーが存在することにより、フランチャイズビジネスは堅調に推移し、順調に店舗数を拡大している。
苦戦中の米国での直営店は具材やオペレーションの見直しを行った。		軽微 ケイビ						ＷＯＫ ＴＯ ＷＡＬＫ				フランスにおける大型契約を含む複数のフランチャイジーが存在することにより、フランチャイズビジネスは堅調に推移し、順調に店舗数を拡大している。
苦戦中の米国での直営店は具材やオペレーションの見直しを行った。 ソンザイ ケンチョウ スイイ ジュンチョウ テンポ スウ カクダイ クセン チュウ ベイコク チョクエイテン グザイ ミナオ オコナ



				Area		Country/Brand		Status		Outline		PL Contribution (last year)
Sales / Segment profit

				Asia		Taiwan (ROC)		出店拡大中		Improves personnel system for staff sufficiency. Opening new stores. Operating 4 Tonkatsu stores.		3,200 mil. / 390 mil.

						S. Korea		収益改善中		Main stores keep good. Opening new stores.		350mil. / 5mil.

						China (PRC)		出店拡大中		Keeps good. Sales in coast cities (e.g., Shanghai) are nice. Currently 85 stores. "Hakatan-maru" ramen brand develops.

						Hong Kong (Yunnan)				Grouped in Feb-2018. Currently operating "Tam Chai Yunnan Noodle" and "TamJai SamGor Rice Noodle" stores (109 in total). 70% market share of Yunnan Noodle in Hong Kong. To open new stores in Hong Kong.		3390mil. / 560mil.

						Thailand		収益改善中		Management enhancement brings big profit improvement through 1) profit improvement of Existing Stores, 2) development of small stores (good sales with low initial costs), and 3) customization of HQ costs. To keep stable profits.

						Indonesia		出店拡大中		Develops Marugameseimen stores mainly in major Shopping Centers in Jakarta. Also examines other big cities. Marugame Seimen brand is Halal approved, and popular among local Muslims.				 

						Vietnam		Profit being improved		Saves opening stores in 2017 for yearly profit by improving organization system and management system.  To achieve monthly profits. Examines sub-franchising for further business expansion.

						Cambodia		Profit being improved		Sales of Existing Stores improved a lot. Portable stall type stores (with small initial costs) contribute to profit.  Launches new brand for casual Japanese foods in Feb. 2018, targeting wider range of market.		80mil. / △21mil.

						Malaysia
(Boat Noodle, Others)		Opening new stores		Operating approx. 70 stores of "Boat Noodle" and "CillCill" brands. Expanding with profits. Accelerating franchising in other countries such as Brunei, Indonesia, Myanmar and Singapore. Planning to expand to other countries.

						Philippines				Opens 1st Marugameseimen store in Aug-2017 and 2nd in Feb-2018 (both FC). Keep good. 4 more stores scheduled. Swift business expansion expected.

						Myanmar
(Boat Noodles)				Establishes JV company with YKKO (biggest local restaurant company), and franchises Boat Noodle brand since Oct. 2017. Widely accepted as uniquely fashionable restaurant with fun to eat. 2nd store to open.



				Area		Country/Brand		Status		Outline		PL Contribution (last year)
Sales / Segment profit

				USA		TDC (Tokyo Table)		New store to open		1st store in Irvine keeps good. One of world top sales/profits stores in Toridoll Group, whereas 2nd store in Alhambra is in tough. To change to "Western Japanese" like brand for profit improvement.		780mil. / △28mil.0 

						Marugame Seimen		New store to open		Waikiki Shop keeps good. World top 1-2 sales in Toridoll Group.  1st store in mainland opened in Sawtelle, LA in Sep. 2017.  2nd store in Stonestown, SF started with good launch in Jan. 2018 (same sales level as Waikiki Shop for the first weekend).  3rd store in Shopping Center around Beverly Hills to open.		Hawaii
830mil. / 120mil.
Main Land：small                 

						CRACKIN'KITCHEN		New store to open		Keeps good. World Top 1-2 sales in Toridoll Group.  Opens 1st in mainland store in LA in Mar. 2018.		140mil. / 5mil. 

				UK		Sakagura		-		Opens 1st store in November 2016. Introduced collaboration menus between Bent Box and Shoryu Ramen, and charbroil steaks and tempuras. Lava Plate stake from 2018 beginning becomes popular. Lower pricing contributes guest count (wider customer range) and sales. Keeps marketing measures (e.g.,  via SNS, Restaurant Week and Japanese Sake events) for brand awareness .

						Shoryu		Opening new stores		Some stores are in top sales group. Strategic dominance in London. Local cities to be only in Manchester and  Oxford. To improve profitability. New stores being prepared.

				Italy		Tokyo Table, Others		-		Opens "Bottega del Ramen" in Feb. and "Tokyo Table" in Mar, 2017.  "Bottega del Ramen" achieved monthly profit. "Tokyo table" marks record high in monthly sales for consecutive 2 months. Still not profit for whole business unit, and more sales necessary. Both stores to introduce new menus for summer. Expanding sales by delivery through Uber-eat and Deliveroo.		small

				Russia		Marugame Seimen				4 direct-operation stores and 3 FC stores in Moscow. Achieved all stores in the black. To develop more stores (especially in food court) as well as keeping stable profits.

				Others		WOK TO WALK		Opening new stores		Store aggressively expanding to 93 (including 3 direct-operation stores in US) after grouped. FC contracts in India, Israel, and newly Malta and Oman. Opens 1st direct-operation store In US in Feb, 2nd in Jul and 3rd store in Dec. 2017. Exploring other counties for FCs.		small





M&A　PMI

				ブランド		概要 ガイヨウ		PMIの状況 ジョウキョウ

				晩杯屋 バ		大衆酒場「晩杯屋」等を東京都内で運営するアクティブソース社の株式を取得（80.3%）しグループ会社化		・モデル店舗における丸亀製麺のノウハウを生かしたオペレーションの改善
・パート・アルバイト採用強化の仕組み導入、社内独立制度を含めた新人事制度の構築
・採用費や消耗品費など、グループ単価を採用することによる経費削減
・店舗タイプ別のスクリーニング要件、出店計画の策定、物件取得サポートの実施 フク シン ジンジ セイド コウチク ブッケン シュトク ジッシ				募集10人→100人規模に
物件情報が豊富　出店の精度が向上　投資検証表の活用など ボシュウ ニン ニン キボ ブッケン ジョウホウ ホウフ シュッテン セイド コウジョウ トウシ ケンショウ ヒョウ カツヨウ

				ずんどう屋 ヤ		主に関西において、とんこつラーメン店の「ずんどう屋」を運営するZUND社の株式を取得（80%）しグループ会社化		・モデル店舗におけるコンセプトのブラッシュアップと丸亀製麺のノウハウを生かしたオペレーションの改善
・当社ノウハウを活用した、採用における掲載媒体最適化の仕組み導入
・採用費や消耗品費など、グループ単価を採用することによる経費削減
・当社新店開発部による勝ちパターンの分析、優先出店エリアの決定　
・人事制度（賞与制度等）の再構築 トウ シャ

				「譚仔雲南米線」/「譚仔三哥米線」		スパイシー麺の人気チェーン店「譚仔雲南米線」および「譚仔三哥米線」の運営会社の株式をそれぞれ100%取得		・グループ会社としてのガバナンス強化及びトップマネジメント採用等、 　更なる成長を実現するための経営強化
・店舗、セントラルキッチンおよびバックオフィスにおける業務の整備
・華南地域を中心とした中国全土進出についても初期調査を開始







				Area		Country/Brand		Outline













BS

				連結BS (IFRS) レンケツ

						当期 トウ キ				前期末 ゼンキ マツ

						金額 キンガク		構成比 コウセイヒ		金額 キンガク		構成比 コウセイヒ		増減 ゾウゲン

				資産合計 シサン ゴウケイ		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103

				流動資産 リュウドウ シサン		29,966		14.8%		21,752		18.5%		8,214

				非流動資産 ヒ リュウドウ シサン		173,713		85.6%		96,081		81.5%		77,632

				負債資本合計 フサイ シホン ゴウケイ		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103

				負債合計 フサイ ゴウケイ		168,983		83.3%		82,830		70.3%		86,153

				（うち、有利子負債） ユウ リシ フサイ		145,770		71.8%		62,674		53.2%		83,096

				流動負債 リュウドウ フサイ		43,204		21.3%		25,953		22.0%		17,251

				非流動負債 ヒ リュウドウ フサイ		125,144		61.7%		56,878		48.3%		68,266

				資本合計 シホン ゴウケイ		35,332		17.4%		35,003		29.7%		329						※値張り アタイ バ

				（うち、親会社の所有者） オヤガイシャ ショユウシャ		34,305		16.9%		33,979		28.8%		326						※値張り アタイ バ



				ネット有利子負債/調整後EBITDA ユウ リシ フサイ チョウセイ ゴ		9.4				3.9				-				調整後EBITDA		15,560		9.4







				Consolidated BS (IFRS)										(unit: Million yen)

						This period				End of previous year

						Amount		Ratio		Amount		Ratio		Difference

				Total assets		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103						Including interest-bearing liabilities 

				Current assets		29,966		14.8%		21,752		18.5%		8,214						bearingの bと eの間のスペースを消してください

				Non-current assets		173,713		85.6%		96,081		81.5%		77,632						その下のliabilites、attributable にも不必要なスペースが見える気が

				Total liabilities and equity		202,936		100.0%		117,833		100.0%		85,103						するのですが大丈夫でしょうか

				Liabilities		168,983		83.3%		82,830		70.3%		86,153

				(Including interest-bearing liabilities)		145,770		71.8%		62,674		53.2%		83,096

				Current liabilities		43,204		21.3%		25,953		22.0%		17,251

				Non-current liabilities		125,144		61.7%		56,878		48.3%		68,266

				Total equity		35,332		17.4%		35,003		29.7%		329

				(Equity attributable to 
owners of  the parent)		34,305		16.9%		33,979		28.8%		326



				Net interest-bearing liabilities / Adjusted EBITDA 		9.4				3.9				-



















































CF

						連結CF (IFRS) レンケツ

								当期 トウ キ		前年同期 ゼンネン ドウキ		増減 ゾウゲン

						営業活動による
キャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		15,517		4,402		11,115

						投資活動による
キャッシュ・フロー トウシ カツドウ		△ 6,283		△ 6,973		690

						財務活動による
キャッシュ・フロー ザイム カツドウ		△ 1,676		368		△ 2,044

						現金および現金同等物の
期末残高 ゲンキン ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		21,716		12,671		9,045







						Consolidated CF (IFRS)						(unit: Million yen)

								This period		Previous period		Difference								異なるフォントとサイズの混在

						Cash flows from operating activities		15,517		4,402		11,115								Cash flows from operating activities

						Cash flows from investing activities		△ 6,283		△ 6,973		690								Cash flows from investing activities

						Cash flows from financing activities		△ 1,676		368		△ 2,044								Cash flows from financing activities

						Cash and cash equivalents at the end of the period		21,716		12,671		9,045								Cash and cash equivalents at the end of the period





業績予想



				連結PL (IFRS) レンケツ

						2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ								下期修正予算 シモキ シュウセイ ヨサン

						連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ		連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		159,060		100.0%		145,022		100.0%		109.7%								丸亀製麺 マルガメ セイメン		カフェ		豚屋とん一 ブタ ヤ イチ		海外事業 カイガイ ジギョウ

				事業利益 ジギョウ リエキ		9,572		6.0%		7,270		5.0%		131.7%								48,697		3,230		2,038		16,574

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		29,640		18.6%		12,402		8.6%		239.0%								6,716		37		18		1,909

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,689		4.2%		2,302		1.6%		290.6%

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		5,266		3.3%		1,337		0.9%		393.9%								通期修正予算 ツウキ シュウセイ ヨサン

				当期利益 トウキ リエキ		2,704		1.7%		221		0.2%		1223.5%								97,880		5,825		3,865		33,294

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		2,610		1.6%		267		0.2%		977.5%								14,548		153		73		4,261



				丸亀製麺セグメントPL マルガメ セイメン		2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		97,880		100.0%		89,944		100.0%		108.8%

				セグメント利益 リエキ		14,408		14.7%		12,438		13.8%		115.8%



				海外事業セグメントPL		2020年3月期				前年 ゼンネン				前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		33,294		100.0%		30,242		100.0%		110.1%

				セグメント利益 リエキ		4,261		12.8%		3,258		10.8%		130.8%









				Consolidated PL (IFRS)

						FY 2018				FY 2017				YoY

						連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ		連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ

				Revenue		159,060		100.0%		145,022		100.0%		109.7%

				Contribution margin		9,572		6.0%		7,270		5.0%		131.7%

				Adjusted EBITDA		29,640		18.6%		12,402		8.6%		239.0%

				Operating profit		6,689		4.2%		2,302		1.6%		290.6%

				Profit before tax		5,266		3.3%		1,337		0.9%		393.9%

				Profit for the year		2,704		1.7%		221		0.2%		1223.5%

				Profit for the year attributable to owners of the parent		2,610		1.6%		267		0.2%		977.5%



				Marugame Seimen
segment		FY 2018				FY 2017				YoY

				Revenue		97,880		100.0%		89,944		100.0%		108.8%								Segment profit

				Segment profit 		14,408		14.7%		12,438		13.8%		115.8%								Ratio to prev. period = YoY



				Overseas segment		FY 2018				FY 2017				YoY

				Revenue		33,294		100.0%		30,242		100.0%		110.1%

				Segment profit 		4,261		12.8%		3,258		10.8%		130.8%

























業績予想（詳細）



				連結PL (IFRS) レンケツ																																修正 シュウセイ		年初予算 ネンショ ヨサン

						上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ						上期計画 カミキ ケイカク		当初計画 トウショ ケイカク		売上収益 ウリア シュウエキ		56,195		56,195

作成者: 開示用の数字丸め有り

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								売上原価 ウリアゲ ゲンカ		14,451		14,572

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		80,017		100.0%				79,042		100.0%		79,042		100.0%		0				159,060		100.0%		→値張り注意 アタイ バ チュウイ		53,465				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		41,744		41,623

作成者: 開示用の数字丸め有り


				事業利益 ジギョウ リエキ		5,840		7.3%				3,732		4.7%		3,732		4.7%		0				9,572		6.0%

				営業利益 エイギョウ リエキ		5,084		6.4%				1,605		2.0%		2,105		2.7%		△ 500				6,689		4.2%				4,400				人件費　　計 ジンケンヒ ケイ		16,774		16,908

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		4,100		5.1%				1,166		1.5%		1,766		2.2%		△ 600				5,266		3.3%				4,120				水光熱費　計 スイ コウネツヒ ケイ		3,689		3,589

				当期利益 トウキ リエキ		2,601		3.3%				103		0.1%		703		0.9%		△ 600				2,704		1.7%				2,690				地代家賃		5,699		5,826

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		2,569		3.2%				41		0.1%		641		0.8%		△ 600				2,610		1.6%				2,681				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		1,957		2,102

																																		その他一般管理費計 タ イッパン カンリヒ ケイ		8,048		7,851

				丸亀製麺セグメント マルガメ セイメン		上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ										販売費及び一般管理費合計		36,167		36,276

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								減損損失 ゲンソン ソンシツ		1,218		1,030

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		49,183		100.0%				48,697		100.0%		46,905		100.0%		1,792				97,880		100.0%				43,559		90,464		その他の営業収入 タ エイギョウ シュウニュウ		117		261

				セグメント利益 リエキ		7,832		15.9%				6,576		13.5%		6,182		13.2%		394				14,408		14.7%				7,023		13,205		その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		41		150

作成者: 開示用の数字丸め有り


				海外事業セグメント カイガイ ジギョウ		上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ										営業利益（損失）		4,430		4,430

作成者: 開示用の数字丸め有り


						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ								調整後EBITDA チョウセイゴ		7,681		7,449

作成者: 開示用の数字丸め有り


				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		16,720		100.0%				16,574		100.0%		16,518		100.0%		56				33,294		100.0%				3458				金融収益 キンユウ シュウエキ		109		86

作成者: 開示用の数字丸め有り


				セグメント利益 リエキ		2,352		14.1%				1,909		11.5%		1,900		11.5%		9				4,261		12.8%				271				金融費用 キンユウ ヒヨウ		123		29

作成者: 開示用の数字丸め有り


																																		経常利益（損失） ケイジョウ リエキ ソンシツ		4,490		4,490

				カフェ事業セグメント ジギョウ		上半期 カミハンキ						下半期 シモハンキ												通期 ツウキ

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ				修正計画 シュウセイ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		当初計画 トウショ ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ				連結 レンケツ		売上比 ウリアゲ ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		2,595		100.0%				3,230		100.0%		3,041		100.0%		189				5,825		100.0%

				セグメント利益 リエキ		116		0.7%				37		0.2%		△ 16		-0.1%		53				153		0.5%





				Consolidated PL (IFRS)																														持分法投資損益 モチブン ホウ トウシ ソンエキ		163		243

						FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017										税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		4,578		4,730

作成者: 開示用の数字丸め有り


						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue								法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		1,626		1,680

作成者: 開示用の数字丸め有り


				Revenue		80,017		100.0%				79,042		100.0%		79,042		100.0%		0				159,060		100.0%								当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,953		3,050

作成者: 開示用の数字丸め有り


				Operating profit		5,084		6.4%				1,605		2.0%		2,105		2.7%		△ 500				6,689		4.2%								親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウ シャ		2,964		3,033

作成者: 開示用の数字丸め有り


																																						

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		

作成者: 開示用の数字丸め有り
		Profit before tax		4,100		5.1%				1,166		1.5%		1,766		2.2%		△ 600				5,266		3.3%								非支配持分 ヒ シハイ モチブン		(11)		17

				Profit for the year		2,601		3.3%				103		0.1%		703		0.9%		△ 600				2,704		1.7%

				Profit for the year attributable to owners of the parent		2,569		3.2%				41		0.1%		641		0.8%		△ 600				2,610		1.6%								Profit for the year attributable to owners of the parent 

																																		parents のsはいらないようです

				Marugame Seimen 
segment		FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017

						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue								フォントとフォントサイズの混在

				Revenue		49,183		100.0%				48,697		100.0%		46,905		100.0%		1,792				97,880		100.0%

				Operating profit of 
Marugame Seimen segment		7,832		15.9%				6,576		13.5%		6,182		13.2%		394				14,408		14.7%								Segment profit

				Overseas 
segment		FY 2018(1H)						FY 2018(2H)												FY 2017										Ratio to prev. period = YoY

						Actual		% to Revenue				Modified plan		% to Revenue		Original plan		% to Revenue		Difference				Planned		% to Revenue

				Revenue		16,720		100.0%				16,574		100.0%		16,518		100.0%		56				33,294		100.0%								% to revenue のeの切り方がおかしいので

				Operating profit of 
Marugame Seimen segment		2,352		14.1%				1,909		11.5%		1,900		11.5%		9				4,261		12.8%								フォントサイズあるいは列の幅を変える必要があります





































出店計画

																										AS

								出店		退店		2020年
3月末 ネン ガツ マツ		投資額
（概算　百万円） トウシ ガク ガイサン ヒャクマンエン				2019年
3月 ネン ガツ														2020年3月期 ネン ガツキ		2021年3月期 ネン ガツキ		2022年3月期 ネン ガツキ		2023年3月期 ネン ガツキ		2024年3月期 ネン ガツキ

																										出店 シュッテン		小 ショウ				2		7		8		8		8

				国内 コクナイ				76		15		1,164		5,376				1,103										大 ダイ				1		6		6		7		7

						丸亀製麺		32		5		844		2,240				817										計 ケイ				3		13		14		15		15

						とん一 イチ		3		2		54		97				53								退店 タイ テン		小 ショウ				0		1		1		1		1

						カフェ		10		0		39		1,500				29										大 ダイ				0		0		0		0		0

						晩杯屋 バ		3		0		52		70				49										計 ケイ				0		1		1		1		1

						ずんどう屋 ヤ		3		0		48		191				45								純増 ジュン ゾウ		小 ショウ				2		6		7		7		7

						その他 タ		25		8		127		1,278				110										大 ダイ				1		6		6		7		7

				海外 カイガイ				145		24		696		1,940				575										計 ケイ				3		12		13		14		14

						連結子会社 レンケツ コガイシャ		69		12		229		1,850				172

						持分法適用会社 モチブン ホウ テキヨウ カイシャ		52		12		247		90				207								ずんどう屋 ヤ

						純粋ＦＣ ジュンスイ		24		0		220		0				196										Year0		Year1		Year2		Year3

				合 計 ゴウ ケイ				221		39		1,860		7,316				1,678										2019/03期 キ		2020/03期 キ		2021/03期 キ		2022/03期 キ

																										出店数 シュッテン スウ		9		3		10		10

						※その他　の内訳 タ ウチワケ																				退店数 タイ テン スウ		0		0		0		0

																										店舗数 テンポスウ		45		48		58		68













								Open		Close		2020
Mar						2019
Mar



				Domestic				76		15		1,164		5,376				1,103

						Marugame Seimen		32		5		844		2,240

						Butaya Tonichi （Tonkatsu,tonteki）		3		2		54		97

						Kona's CoffeeRoasted（Cafe）		10		0		39		1,500

						Banpaiya (Standing Bar)		3		0		52		70

						Zundoya (Ramen)		3		0		48		191

						Others		25		8		127		1,278

				Overseas				145		24		696		1,940

						Subsidiaries		69		12		229		1,850

						JVs		52		12		247		90

						FCs		24		0		220		0

				Total				221		39		1,860		7,316



















中期計画

				連結PL (IFRS) レンケツ

						2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期								H29.3期 キ

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		159,060		-		109.7%		174,683		-		109.8%		200,803		-		115.0%				145,022

				調整後EBITDA チョウセイ ゴ		29,640		18.6%		239.0%		32,373		18.5%		109.2%		36,161		18.0%		111.7%				12,402

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,689		4.2%		290.6%		9,086		5.2%		135.8%		12,045		6.0%		132.6%				2,302

				税引前当期利益 ゼイビ マエ トウキ リエキ		5,266		3.3%		393.9%		8,500		4.9%		161.4%		11,481		5.7%		135.1%				1,337

				当期利益 トウキ リエキ		2,704		1.7%		1223.5%		5,615		3.2%		207.7%		7,712		3.8%		137.3%				221

				親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウ シャ キゾク トウキ リエキ		2,610		1.6%		977.5%		5,434		3.1%		208.2%		7,488		3.7%		137.8%				267



				丸亀製麺セグメントPL マルガメ セイ メン

						2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		97,880		-		199.0%		99,307		-		101.5%		107,694		-		108.4%				49,183

				セグメント利益 リエキ		14,408		14.7%		184.0%		12,817		12.9%		89.0%		14,149		13.1%		110.4%				7,832



				海外事業セグメントPL カイガイ ジギョウ

						2020年3月期						2021年3月期						2022年3月期

						金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				売上収益		33,294		-		199.1%		36,604		-		109.9%		41,549		-		113.5%				16,720

				セグメント利益 リエキ		4,261		12.8%		181.2%		4,452		12.2%		104.5%		4,913		11.8%		110.4%				2,352



				出店  シュッテン		221						326						412								退店 タイ テン		30期 キ		31期 キ		32期 キ

				　国内 コクナイ		76						138						199										15		16		16

				　海外 カイガイ		145						188						213										24		26		25

				累計店舗数 ルイケイ テンポ スウ		1,860						2,144						2,515								1,687

				　国内 コクナイ		1,164						1,286						1,469								1,103

				　海外 カイガイ		696						858						1,046								575





















				Consolidated PL (IFRS)

						FY2019						FY2020						FY2021								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		159,060		-		109.7%		174,683		-		109.8%		200,803		-		115.0%				95,587

				Adjusted EBITDA		29,640		18.6%		239.0%		32,373		18.5%		109.2%		36,161		18.0%		111.7%				12,799

				Operating profit		6,689		4.2%		290.6%		9,086		5.2%		135.8%		12,045		6.0%		132.6%				8,733

				Profit before tax		5,266		3.3%		393.9%		8,500		4.9%		161.4%		11,481		5.7%		135.1%				8,117

				Profit for the year		2,704		1.7%		1223.5%		5,615		3.2%		207.7%		7,712		3.8%		137.3%				5,242

				Profit for the year attributable to owners of the parents		2,610		1.6%		977.5%		5,434		3.1%		208.2%		7,488		3.7%		137.8%				5,212



				Ｍａｒｕｇａｍｅｓｅｉｍｅｎ segment

						FY2019						FY2020						FY2021								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		97,880		-		199.0%		99,307		-		101.5%		107,694		-		108.4%				6,255

				segment profit		14,408		14.7%		184.0%		12,817		12.9%		89.0%		14,149		13.1%		110.4%				436





				Overseas segment

						FY2018						FY2019						FY2020								H28.3期 キ

						Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period		Amount		Ratio to
Revenue		Ratio to 
Prev. period

				Revenue		33,294		-		199.1%		36,604		-		109.9%		41,549		-		113.5%				6,255

				segment profit		4,261		12.8%		181.2%		4,452		12.2%		104.5%		4,913		11.8%		110.4%				436



				Numbers of opening stores(numbers in overseas）		221				0.0%		326				0.0%		412				0.0%

				Total numbers of stores(numbers of overses)		1,860				0.0%		2,144				0.0%		2,515				0.0%				1,092		246



				Numbers of opening stores(numbers in overseas）

				Total numbers of stores(numbers of overses)





IFRS

		■2015年3月期：IFRS連結業績予想シミュレーション ネン ガツ キ レンケツ ギョウセキ ヨソウ

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		実績 ジッセキ		J-GAAP						IFRS				差異 サイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				0

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,564				営業利益 エイギョウ リエキ		4,177				△ 3,387

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,994				税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		3,602				△ 3,392

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,606				当期利益 トウキ リエキ		1,985				29

								　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,956				△ 650



		↓実績のJ-GAAPとIFRSの差異を元にIFRS予算を試算 ジッセキ サイ モト ヨサン シサン												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		予想 ヨソウ		J-GAAP						IFRS				調整 チョウセイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		84,803				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		84,803				0

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,200				営業利益 エイギョウ リエキ		3,900				△ 3,300

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,928				税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		3,628				△ 3,300

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,132				当期利益 トウキ リエキ		1,762				30

								　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,732				△ 400		※調整 チョウセイ





Sheet4

		連結純損益計算書の差異 レンケツ ジュンソンエキ ケイサンショ サイ

																						（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		日本基準（J-GAAP） ニホン キジュン						①日本基準（J-GAAP）の表示組替 ニホン キジュン ヒョウジ クミカエ						②国際会計基準（IFRS） コクサイ カイケイ キジュン						差異②－① サイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		87,294				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		0

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		△ 22,309				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		0

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		64,986				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		0

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 57,421				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 57,421				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 58,605				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		△ 1,183		※1

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,564				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 1,849				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 2,155				減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 306		※2

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		277				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		338				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		324				その他の営業収益 タ エイギョウ シュウエキ		△ 14

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		△ 848				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 342				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 374				その他の営業費用 タ エイギョウ ヒヨウ		△ 32

		経常利益 ケイジョウ リエキ		6,994				営業利益 エイギョウ リエキ		5,711				営業利益 エイギョウ リエキ		4,175				営業利益 エイギョウ リエキ		△ 1,536

		特別利益 トクベツ リエキ		172				金融収益 キンユウ シュウエキ		111				金融収益 キンユウ シュウエキ		206				金融収益 キンユウ シュウエキ		95		※3

		特別損失 トクベツ ソンシツ		△ 2,068				金融費用 キンユウ ヒヨウ		△ 646				金融費用 キンユウ ヒヨウ		△ 637				金融費用 キンユウ ヒヨウ		9

		税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		5,098				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 77				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 130				持分法による投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		△ 53		※4

		法人税等 ホウジンゼイ トウ		△ 2,429				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		5,098				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		3,614				税引前当期利益 ゼイビキ マエ トウキ リエキ		△ 1,484

		少数株主調整前当期純利益 ショウスウ カブヌシ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		2,669				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		△ 2,429				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		△ 1,603				法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		826		※5

		少数株主損益 ショウスウ カブヌシ ソンエキ		△ 29				当期利益 トウキ リエキ		2,669				当期利益 トウキ リエキ		2,011				当期利益 トウキ リエキ		△ 658

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,640				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		2,640				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		1,982				　親会社の所有者 オヤガイシャ ショユウシャ		△ 658

								　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		29				　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		29				　非支配持分 ヒ シハイ モチブン		0

																				IFRSと日本基準の主な差異 ニホン キジュン オモ サイ

																		※1		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		△ 869		定額法への遡及修正 テイガク ホウ ソキュウ シュウセイ

				日本基準（J-GAAP） ニホン キジュン				国際会計基準（IFRS） コクサイ カイケイ キジュン												租税公課 ソゼイ コウカ		△ 344		法人税等（均等割）より振替 ホウジンゼイ トウ キントウワリ フリカエ

		営業利益 エイギョウ リエキ		売上総利益－販売費及び一般管理費 ウリアゲ ソウリエキ ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				売上総利益－販売費及び一般管理費－減損損失＋その他の営業収益－その他の営業費用 ウリアゲ ソウリエキ ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ ゲンソン ソンシツ タ エイギョウ シュウエキ タ エイギョウ ヒヨウ												その他 タ		30

																				計 ケイ		△ 1,183

		経常利益 ケイジョウ リエキ		営業利益＋営業外収益－営業外費用 エイギョウ リエキ エイギョウガイ シュウエキ エイギョウガイ ヒヨウ				経常利益、特別損益の概念はなく、金融収益、金融費用及び持分法による投資損益以外は、営業利益に加減 ケイジョウ リエキ トクベツ ソンエキ ガイネン キンユウ シュウエキ キンユウ ヒヨウ オヨ モチブンポウ トウシ ソンエキ イガイ エイギョウ リエキ カゲン										※2		減損損失 ゲンソン ソンシツ		△ 251		割引後CFとの比較 ワリビキ アト ヒカク

																				減損損失（のれん） ゲンソン ソンシツ		△ 55		非償却分を減損 ヒ ショウキャク ブン ゲンソン

		金融収益 キンユウ シュウエキ		－				受取利息、為替差益等 ウケトリ リソク カワセ サエキ トウ												計 ケイ		△ 306

		金融費用 キンユウ ヒヨウ		－				支払利息、為替差損等 シハライ リソク カワセ サソン トウ										※3		受取利息 ウケトリ リソク		95		敷金保証金を償却原価に シキキン ホショウキン ショウキャク ゲンカ

																				計 ケイ		95

																		※4		持分法による投資損失 モチブンポウ トウシ ソンシツ		△ 86		全ての共同支配企業を持分法適用に スベ キョウドウ シハイ キギョウ モチブンポウ テキヨウ

																				持分法による投資損失 モチブンポウ トウシ ソンシツ		33		持分法のれんの非償却 モチブンポウ ヒ ショウキャク

																				計 ケイ		△ 53

																		※5		法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		345		均等割を租税公課に振替 キントウワリ ソゼイ コウカ フリカエ

																				法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		132		税率変更による修正 ゼイリツ ヘンコウ シュウセイ

																				法人所得税費用 ホウジン ショトクゼイ ヒヨウ		349		IFRS修正に係る税効果調整 シュウセイ カカ ゼイ コウカ チョウセイ

																				計 ケイ		826



表示組替

IFRS調整



世界ランキング

				世界外食企業ランキング（上場企業）上位10社

						企業名		国名		売上高
（百万ドル）		決算期		展開ブランド

				1		McDonald's Corporation 		アメリカ		28,106		41609		McDonald's

				2		Starbucks Corporation 		アメリカ		14,892		41518		Starbucks

				3		Yum Brands Inc 		アメリカ		13,084		41609		KFC/Pizza Hut/Taco Bell、他

				4		Darden Restaurants Inc 		アメリカ		6,286		41760		Red Lobster/Olive Garden/
LongHorn Steakhouse、他

				5		AUTOGRILL SPA 		イタリア		6,207		41609		FC含む250ブランド以上を展開

				6		ゼンショーホールディングス		日本		4,679		41699		すき家/ココス/はま寿司、他

				7		Bloomin Brands Inc		アメリカ		4,129		41609		OUTBACK STEAKHOUSE
/CARRABBA'S、他

				8		ARCOS DORADOS 
HOLDINGS INCORPORATED 		アルゼンチン		4,033		41609		（中南米、カリブ海エリアの
McDonald's franchisee）

				9		Chipotle Mexican Grill, Inc. 		アメリカ		3,215		41609		Chipotle

				10		TIM HORTONS INCORPORATED		カナダ		3,162		41609		Tim Hortons、他

				（出所）各社決算資料等よりみずほ銀行産業調査部作成





						McDonald's Corporation 		(		アメリカ		)		28,106

						Starbucks Corporation 		(		アメリカ		)		14,892

						Yum Brands Inc 		(		アメリカ		)		13,084

						Darden Restaurants Inc 		(		アメリカ		)		6,286

						AUTOGRILL SPA 		(		イタリア		)		6,207

						ゼンショーホールディングス		(		日本		)		4,679

						Bloomin Brands Inc		(		アメリカ		)		4,129

						ARCOS DORADOS 
HOLDINGS INCORPORATED 		(		アルゼンチン		)		4,033

						Chipotle Mexican Grill, Inc. 		(		アメリカ		)		3,215

						TIM HORTONS INCORPORATED		(		カナダ		)		3,162



						McDonald's Corporation (アメリカ)		28,106

						Starbucks Corporation (アメリカ)		14,892

						Yum Brands Inc (アメリカ)		13,084

						Darden Restaurants Inc (アメリカ)		6,286

						AUTOGRILL SPA (イタリア)		6,207

						ゼンショーホールディングス(日本)		4,679

						Bloomin Brands Inc(アメリカ)		4,129

						ARCOS DORADOS 
HOLDINGS INCORPORATED (アルゼンチン)		4,033

						Chipotle Mexican Grill, Inc. (アメリカ)		3,215

						TIM HORTONS INCORPORATED(カナダ)		3,162





						TIM HORTONS Inc.(カナダ)		3,162

						Chipotle Mexican Grill, Inc. (アメリカ)		3,215

						ARCOS DORADOS HD Inc. (アルゼンチン)		4,033

						Bloomin Brands Inc.(アメリカ)		4,129

						ゼンショーホールディングス(日本)		4,679

						AUTOGRILL SPA (イタリア)		6,207

						Darden Restaurants Inc. (アメリカ)		6,286

						Yum Brands Inc. (アメリカ)		13,084

						Starbucks Corporation (アメリカ)		14,892

						McDonald's Corporation (アメリカ)		28,106









						TIM HORTONS Inc.		3,162

						Chipotle Mexican Grill, Inc. 		3,215

						ARCOS DORADOS HD Inc. 		4,033

						Bloomin Brands Inc.		4,129

						ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.		4,679

						AUTOGRILL SPA 		6,207

						Darden Restaurants Inc. 		6,286

						Yum Brands Inc. 		13,084

						Starbucks Corporation 		14,892

						McDonald's Corporation 		28,106





						McDonald's Corporation 		28,106

						Starbucks Corporation 		14,892

						Yum Brands Inc. 		13,084

						Darden Restaurants Inc. 		6,286

						AUTOGRILL SPA 		6,207

						ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.		4,679

						Bloomin Brands Inc.		4,129

						ARCOS DORADOS HD Inc. 		4,033

						Chipotle Mexican Grill, Inc. 		3,215

						TIM HORTONS Inc.		3,162



TIM HORTONS Inc.(カナダ)	Chipotle Mexican Grill, Inc. (アメリカ)	ARCOS DORADOS HD Inc. (アルゼンチン)	Bloomin Brands Inc.(アメリカ)	ゼンショーホールディングス(日本)	AUTOGRILL SPA (イタリア)	Darden Restaurants Inc. (アメリカ)	Yum Brands Inc. (アメリカ)	Starbucks Corporation (アメリカ)	McDonald's Corporation (アメリカ)	3162	3215	4033	4129	4679	6207	6286	13084	14892	28106	McDonald's Corporation 	Starbucks Corporation 	Yum Brands Inc. 	Darden Restaurants Inc. 	AUTOGRILL SPA 	ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.	Bloomin Brands Inc.	ARCOS DORADOS HD Inc. 	Chipotle Mexican Grill, Inc. 	TIM HORTONS Inc.	28106	14892	13084	6286	6207	4679	4129	4033	3215	3162	

基礎資料

		ＢＩ　「月別・日別推移」　→　「当月レート」　は、前月末のレートを採用 ツキベツ ヒ ベツ スイイ トウゲツ ゼンゲツ マツ サイヨウ

		閉店日　＞＝2016/03/31　（3/31以前に閉店した店舗は含まない） 　 開店日　＜＝2015/12/31（12/31以前に開店した店舗を含む）　など　　を選択 ヘイ テン テンポ フク カイテン ヒ イゼン カイテン テンポ フク

		*は取る ト

		開店、閉店の情報は、右クリックでロックする カイテン ヘイテン ジョウホウ ミギ

		⇒　2016/1/1から03/31まで、ひと月フルで営業していた店舗を対象にしている ツキ エイギョウ テンポ タイショウ

		1Q		閉店日　＞＝2018/3/31　		開店日 ＜＝2017/12/31

		2Q		閉店日　＞＝2018/06/30　		開店日 ＜＝2017/12/31

		3Q		閉店日　＞＝2018/09/30　		開店日 ＜＝2017/12/31

		4Q		閉店日　＞＝2018/12/31　		開店日 ＜＝2017/12/31

		※台湾は注意 タイワン チュウイ

		※丸亀製麺だけ絞る マ シボ

		アメリカ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		11,037,015		1,236,035,309		0		-		944,199,552		130.91%		1,085,440		887,294		122.3%		1,139		0		-		-		-		-		-		3

		2018/01		934,634		104,669,658		0		-		67,798,467		154.38%		94,437		67,217		140.5%		1,108		0		-		-		-		-		-

		2018/02		865,529		96,930,585		0		-		58,289,841		166.29%		86,893		58,009		149.8%		1,116		0		-		-		-		-		-

		2018/03		940,247		105,298,244		0		-		62,867,453		167.49%		93,828		62,064		151.2%		1,122		0		-		-		-		-		-

		2018/04		879,409		98,484,986		0		-		62,713,474		157.04%		88,931		61,268		145.2%		1,107		0		-		-		-		-		-

		2018/05		923,118		103,380,016		0		-		66,076,146		156.46%		92,310		63,938		144.4%		1,120		0		-		-		-		-		-

		2018/06		891,830		99,876,097		0		-		65,094,909		153.43%		89,438		63,065		141.8%		1,117		0		-		-		-		-		-

		2018/07		918,801		102,896,533		0		-		71,199,415		144.52%		91,340		67,966		134.4%		1,127		0		-		-		-		-		-

		2018/08		933,509		104,543,639		0		-		75,557,404		138.36%		90,175		71,798		125.6%		1,159		0		-		-		-		-		-

		2018/09		902,763		101,100,405		0		-		89,716,330		112.69%		87,740		82,737		106.0%		1,152		0		-		-		-		-		-

		2018/10		904,814		101,330,172		0		-		108,372,002		93.50%		87,870		96,758		90.8%		1,153		0		-		-		-		-		-

		2018/11		902,780		101,102,360		0		-		107,716,571		93.86%		87,338		96,159		90.8%		1,158		0		-		-		-		-		-

		2018/12		1,039,580		116,422,613		0		-		108,797,539		107.01%		95,140		96,315		98.8%		1,224		0		-		-		-		-		-

						34,334,314										30,151						1,139

						34,334

		韓国 カンコク

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		6,706,938,740		670,693,874		0		-		680,174,538		98.61%		755,090		803,853		93.9%		888		0		-		-		-		-		-		10

		2018/01		566,061,780		56,606,178		0		-		57,115,579		99.11%		66,453		66,098		100.5%		852		0		-		-		-		-		-

		2018/02		520,514,890		52,051,489		0		-		52,995,374		98.22%		60,381		61,720		97.8%		862		0		-		-		-		-		-

		2018/03		572,189,740		57,218,974		0		-		50,865,872		112.49%		66,336		59,949		110.7%		863		0		-		-		-		-		-

		2018/04		541,064,440		54,106,444		0		-		54,753,092		98.82%		60,522		65,413		92.5%		894		0		-		-		-		-		-

		2018/05		564,352,660		56,435,266		0		-		57,043,792		98.93%		63,559		68,308		93.0%		888		0		-		-		-		-		-

		2018/06		535,459,550		53,545,955		0		-		56,203,125		95.27%		60,112		67,006		89.7%		891		0		-		-		-		-		-

		2018/07		605,035,010		60,503,501		0		-		59,664,308		101.41%		68,244		70,970		96.2%		887		0		-		-		-		-		-

		2018/08		600,337,740		60,033,774		0		-		60,273,538		99.60%		67,212		71,770		93.6%		893		0		-		-		-		-		-

		2018/09		539,093,950		53,909,395		0		-		54,244,144		99.38%		58,602		64,180		91.3%		920		0		-		-		-		-		-

		2018/10		551,903,530		55,190,353		0		-		56,888,227		97.02%		61,414		67,561		90.9%		899		0		-		-		-		-		-

		2018/11		542,895,370		54,289,537		0		-		57,939,978		93.70%		59,548		68,212		87.3%		912		0		-		-		-		-		-

		2018/12		568,030,080		56,803,008		0		-		62,187,509		91.34%		62,707		72,666		86.3%		906		0		-		-		-		-		-

						5,589,116										6,292						888

						5,589

		台湾 タイワン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計				2,971,667,163										4,616,338								0		-		-		-		-		-		28

		2018/04		73,235,984		262,917,183		0		-		251,137,520		104.69%		389,494		407,124		95.7%		675		0		-		-		-		-		-

		2018/05		68,393,158		245,531,437		0		-		257,344,792		95.41%		378,505		388,993		97.3%		649		0		-		-		-		-		-

		2018/06		71,168,994		255,496,688		0		-		254,627,460		100.34%		391,780		386,317		101.4%		652		0		-		-		-		-		-

		2018/07		77,465,930		278,102,689		0		-		291,768,623		95.32%		431,510		435,155		99.2%		644		0		-		-		-		-		-

		2018/08		68,986,210		247,660,494		0		-		279,460,312		88.62%		400,710		422,766		94.8%		618		0		-		-		-		-		-

		2018/09		66,685,851		239,402,205		0		-		209,331,593		114.37%		368,591		319,832		115.2%		650		0		-		-		-		-		-

		2018/10		65,631,275		235,616,277		0		-		262,058,946		89.91%		359,469		395,002		91.0%		655		0		-		-		-		-		-

		2018/11		60,463,169		217,062,777		0		-		238,986,853		90.83%		350,028		358,597		97.6%		620		0		-		-		-		-		-

		2018/12		74,003,339		265,671,987		0		-		270,622,985		98.17%		418,034		405,124		103.2%		636		0		-		-		-		-		-

		2019/01		66,674,732		239,362,288		0		-		229,919,385		104.11%		376,272		353,655		106.4%		636		0		-		-		-		-		-

		2019/02		68,961,950		247,573,401		0		-		271,017,195		91.35%		380,474		385,962		98.6%		651		0		-		-		-		-		-

		2019/03		66,091,849		237,269,738		0		-		236,765,436		100.21%		371,471		349,155		106.4%		639		0		-		-		-		-		-

						8,844,248										13,739						644

						8,844

		ロシア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		249,820,501		489,648,182		0		-		606,340,489		80.75%		619,308		768,902		80.5%		791		0		-		-		-		-		-		7

		2018/01		23,475,281		46,011,550		0		-		37,642,492		122.23%		57,336		48,483		118.3%		802		0		-		-		-		-		-

		2018/02		23,467,768		45,996,825		0		-		41,677,393		110.36%		58,371		53,890		108.3%		788		0		-		-		-		-		-

		2018/03		28,161,829		55,197,185		0		-		55,066,665		100.24%		69,347		70,917		97.8%		796		0		-		-		-		-		-

		2018/04		29,134,888		57,104,380		0		-		51,409,079		111.08%		71,632		65,798		108.9%		797		0		-		-		-		-		-

		2018/05		28,300,303		55,468,594		0		-		51,420,349		107.87%		69,890		66,385		105.3%		794		0		-		-		-		-		-

		2018/06		29,105,898		57,047,559		0		-		51,120,385		111.59%		69,055		62,666		110.2%		826		0		-		-		-		-		-

		2018/07		26,761,752		52,453,033		0		-		47,238,507		111.04%		64,403		59,162		108.9%		814		0		-		-		-		-		-

		2018/08		25,422,365		49,827,835		0		-		46,456,545		107.26%		61,844		62,566		98.8%		806		0		-		-		-		-		-

		2018/09		11,250,390		22,050,764		0		-		56,269,767		39.19%		30,150		69,913		43.1%		731		0		-		-		-		-		-

		2018/10		12,932,184		25,347,080		0		-		59,012,452		42.95%		35,088		73,440		47.8%		722		0		-		-		-		-		-

		2018/11		11,807,845		23,143,376		0		-		56,289,703		41.11%		32,192		69,802		46.1%		719		0		-		-		-		-		-

		2018/12		0		0		0		-		52,737,152		0.00%		0		65,880		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

						6,359,067										8,043						791

						6,359

		中国 チュウゴク

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		253,847,903		4,257,029,327		0		-		4,276,874,170		99.54%		6,629,104		6,377,268		103.9%		642		0		-		-		-		-		-		69

		2018/01		21,499,479		360,546,268		0		-		354,313,915		101.76%		547,348		520,677		105.1%		659		0		-		-		-		-		-

		2018/02		19,902,231		333,760,419		0		-		317,080,764		105.26%		517,272		471,878		109.6%		645		0		-		-		-		-		-

		2018/03		21,157,732		354,815,159		0		-		340,711,334		104.14%		537,201		509,587		105.4%		660		0		-		-		-		-		-

		2018/04		20,238,475		339,399,222		0		-		339,685,662		99.92%		510,965		494,047		103.4%		664		0		-		-		-		-		-

		2018/05		20,188,411		338,559,649		0		-		350,489,524		96.60%		559,414		518,800		107.8%		605		0		-		-		-		-		-

		2018/06		21,499,488		360,546,409		0		-		380,465,857		94.76%		654,384		552,143		118.5%		551		0		-		-		-		-		-

		2018/07		24,090,931		404,004,918		0		-		401,912,616		100.52%		634,219		600,567		105.6%		637		0		-		-		-		-		-

		2018/08		23,709,415		397,606,893		0		-		391,397,135		101.59%		601,990		597,178		100.8%		660		0		-		-		-		-		-

		2018/09		20,247,900		339,557,280		0		-		340,705,766		99.66%		521,964		521,082		100.2%		651		0		-		-		-		-		-

		2018/10		20,449,485		342,937,857		0		-		340,641,385		100.67%		529,361		522,324		101.3%		648		0		-		-		-		-		-

		2018/11		19,610,734		328,872,006		0		-		339,044,797		97.00%		504,097		506,954		99.4%		652		0		-		-		-		-		-

		2018/12		21,253,622		356,423,248		0		-		380,425,416		93.69%		510,889		562,031		90.9%		698		0		-		-		-		-		-

						5,141,340										8,006						642

						5,141

		タイ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		136,089,230		485,838,550		0		-		539,844,041		90.00%		876,307		1,107,020		79.2%		554		0		-		-		-		-		-		22

		2018/01		13,421,005		47,912,987		0		-		40,074,580		119.56%		101,773		76,489		133.1%		471		0		-		-		-		-		-

		2018/02		11,488,032		41,012,276		0		-		37,324,473		109.88%		84,617		71,707		118.0%		485		0		-		-		-		-		-

		2018/03		12,723,835		45,424,091		0		-		42,611,486		106.60%		94,942		86,311		110.0%		478		0		-		-		-		-		-

		2018/04		12,840,018		45,838,865		0		-		45,051,056		101.75%		95,161		92,636		102.7%		482		0		-		-		-		-		-

		2018/05		12,432,458		44,383,875		0		-		37,668,891		117.83%		93,249		81,002		115.1%		476		0		-		-		-		-		-

		2018/06		12,305,931		43,932,174		0		-		45,718,692		96.09%		93,433		93,906		99.5%		470		0		-		-		-		-		-

		2018/07		12,344,254		44,068,987		0		-		46,736,223		94.29%		94,490		97,973		96.4%		466		0		-		-		-		-		-

		2018/08		12,112,614		43,242,032		0		-		48,688,249		88.81%		92,877		100,836		92.1%		466		0		-		-		-		-		-

		2018/09		11,428,445		40,799,549		0		-		49,654,757		82.17%		86,171		101,589		84.8%		473		0		-		-		-		-		-

		2018/10		5,156,638		18,409,197		0		-		46,566,077		39.53%		39,594		96,613		41.0%		465		0		-		-		-		-		-

		2018/11		7,520,459		26,848,037		0		-		46,014,052		58.35%		0		94,430		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

		2018/12		12,315,541		43,966,481		0		-		53,735,506		81.82%		0		113,528		0.0%		-		0		-		-		-		-		-

						1,840,298										3,319						554

						1,840

		カンボジア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		723,052		80,974,591		0		-		79,876,540		101.37%		174,243		162,171		107.4%		465		0		-		-		-		-		-		1

		2018/01		60,902		6,820,403		0		-		5,835,079		116.89%		16,075		11,579		138.8%		424		0		-		-		-		-		-

		2018/02		54,361		6,087,933		0		-		5,431,325		112.09%		14,896		10,550		141.2%		409		0		-		-		-		-		-

		2018/03		61,330		6,868,311		0		-		6,083,072		112.91%		16,130		11,790		136.8%		426		0		-		-		-		-		-

		2018/04		62,016		6,945,199		0		-		6,234,230		111.40%		15,308		12,235		125.1%		454		0		-		-		-		-		-

		2018/05		55,382		6,202,267		0		-		6,263,222		99.03%		13,486		12,003		112.4%		460		0		-		-		-		-		-

		2018/06		57,645		6,455,609		0		-		6,783,814		95.16%		14,438		13,411		107.7%		447		0		-		-		-		-		-

		2018/07		55,777		6,246,474		0		-		7,030,093		88.85%		13,565		14,230		95.3%		460		0		-		-		-		-		-

		2018/08		61,259		6,860,382		0		-		7,381,441		92.94%		13,868		17,560		79.0%		495		0		-		-		-		-		-

		2018/09		56,863		6,368,142		0		-		6,971,815		91.34%		12,830		16,316		78.6%		496		0		-		-		-		-		-

		2018/10		66,844		7,485,806		0		-		7,285,194		102.75%		15,078		8,131		185.4%		496		0		-		-		-		-		-

		2018/11		61,908		6,933,024		0		-		7,221,156		96.01%		13,870		16,264		85.3%		500		0		-		-		-		-		-

		2018/12		68,765		7,701,041		0		-		7,356,099		104.69%		14,699		18,102		81.2%		524		0		-		-		-		-		-

						6,747,883										14,520						465

						6,748



		フィリピン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		69,533,573		157,145,876		0		-		51,237,143		306.70%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-		1

		2018/01		5,292,606		11,961,289		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/02		5,112,480		11,554,205		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/03		5,498,906		12,427,527		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/04		5,373,300		12,143,657		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/05		5,335,998		12,059,355		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/06		5,364,759		12,124,355		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/07		5,704,955		12,893,197		0		-		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/08		5,886,499		13,303,488		0		-		6,529,648		203.74%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/09		5,779,436		13,061,526		0		-		10,703,669		122.03%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/10		6,103,613		13,794,166		0		-		10,936,373		126.13%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/11		7,099,325		16,044,475		0		-		10,674,562		150.31%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2018/12		6,981,697		15,778,635		0		-		12,392,892		127.32%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

						13,095,490										0						ERROR:#DIV/0!

						13,095



				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン				検算 ケンザン

				アメリカ (本土・ハワイ） ホンド		34,334		30,151		1,139				30,151		0				9364837.1399935

				韓国 カンコク		5,589		6,292		888				6,292		0				16312.6546754795

				台湾 タイワン		8,844		13,739		644				13,739		0

				カンボジア		6,748		14,520		465				14,520		0

				ロシア（持分）		6,359		8,043		791				8,043		0

				中国（持分） チュウゴク モチブン		5,141		8,006		642				8,006		0

				タイ（持分）		1,840		3,319		554				3,319		0



				日本 ニホン		9,364		16,312		574				16,314		(2)



				Overseas Marugame Seimen brand　Basic information						(Monthly data per store)

						Sales
 (1,000 yen)		# of Guests
 (person)		Sales per Guest
 (yen)

				USA		34,334		30,151		1,139

				South Korea		5,589		6,292		888

				Taiwan (ROC)		8,844		13,739		644

				Cambodia		6,748		14,520		465

				Russia<JV>		6,359		8,043		791

				China(PRC) <JV>		5,141		8,006		642

				Thailand <JV>		1,840		3,319		554



				Japan		9,364		16,312		574

				過去データ カコ

				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン

				アメリカ		26,129		27,025		967

				韓国 カンコク		5,290		7,119		743

				台湾 タイワン		11,937		22,143		539

				ロシア（持分）		7,198		9,602		750

				中国（持分） チュウゴク モチブン		7,092		11,545		614

				タイ（持分）		2,457		4,910		500



				日本 ニホン		9,000		16,393		548







				海外　丸亀製麺 基礎情報 カイガイ マルガメ セイメン キソ ジョウホウ

						１店舗平均売上高
/月（千円） テンポ ヘイキン ウリアゲ ダカ ツキ センエン		１店舗平均客数
/月（人） テンポ ヘイキン キャクスウ ツキ ニン		１店舗平均客単価/月(円) テンポ ヘイキン キャクタンカ ツキ エン

				アメリカ		31,554		31,756		994

				韓国 カンコク		6,005		7,465		804

				台湾 タイワン		16,033		24,226		662

				ロシア（持分）		7,736		10,644		727

				中国（持分） チュウゴク モチブン		8,479		12,302		689

				タイ（持分）		3,160		5,895		536



				日本 ニホン		8,836		16,213		545









Sheet8

		ＢＩ　「月別・日別推移」　→　「当月レート」　は、前月末のレートを採用

		閉店日　＞＝2016/03/31　（3/31以前に閉店した店舗は含まない） 　 開店日　＜＝2015/12/31（12/31以前に開店した店舗を含む）　など　　を選択

		*は取る

		開店、閉店の情報は、右クリックでロックする

		⇒　2016/1/1から03/31まで、ひと月フルで営業していた店舗を対象にしている

		1Q		閉店日　＞＝2019/3/31　		開店日 ＜＝2018/12/31

		2Q		閉店日　＞＝2019/06/30　		開店日 ＜＝2018/12/31

		3Q		閉店日　＞＝2019/09/30　		開店日 ＜＝2018/12/31

		4Q		閉店日　＞＝2019/12/31　		開店日 ＜＝2018/12/31

		※台湾は注意

		※丸亀製麺だけ絞る

		アメリカ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		3,775,772		420,005,085		0		-		305,840,278		137.33%		337,051		275,982		122.1%		1,246		0		-		-		-		-		-		5

		2019/01		1,330,758		146,330,201		0		-		103,856,746		140.90%		119,232		95,555		124.8%		1,227		0		-		-		-		-		-

		2019/02		1,184,941		132,559,354		0		-		96,738,622		137.03%		106,025		86,846		122.1%		1,250		0		-		-		-		-		-

		2019/03		1,260,073		141,115,529		0		-		105,244,911		134.08%		111,794		93,581		119.5%		1,262		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						28,000,339										22,470						1,246

						28,000

		韓国

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		1,580,603,090		158,813,746		0		-		166,848,993		95.18%		168,792		193,299		87.3%		941		0		-		-		-		-		-		10

		2019/01		531,204,040		53,226,645		0		-		56,384,924		94.40%		56,111		66,028		85.0%		949		0		-		-		-		-		-

		2019/02		497,843,510		50,431,548		0		-		53,101,644		94.97%		52,356		60,794		86.1%		963		0		-		-		-		-		-

		2019/03		551,555,540		55,155,554		0		-		57,362,425		96.15%		60,325		66,477		90.7%		914		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						5,293,792										5,626						941

						5,294

		台湾

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		232,899,909		816,303,255		0		-		758,783,227		107.58%		1,329,643		1,181,087		112.6%		614		0		-		-		-		-		-		31

		2019/04		73,674,211		265,227,160		0		-		261,160,848		101.56%		416,169		386,621		107.6%		637		0		-		-		-		-		-

		2019/05		75,733,337		260,522,679		0		-		238,959,394		109.02%		427,957		385,683		111.0%		609		0		-		-		-		-		-

		2019/06		83,492,361		290,553,416		0		-		258,662,985		112.33%		485,517		408,783		118.8%		598		0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

		2020/01																						0		-		-		-		-		-

		2020/02																						0		-		-		-		-		-

		2020/03																						0		-		-		-		-		-

						8,777,454										14,297						614

						8,777

		ロシア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計																						0		-		-		-		-		-		7

		2019/01																						0		-		-		-		-		-

		2019/02																						0		-		-		-		-		-

		2019/03																						0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						0										0						ERROR:#DIV/0!

						0

		中国

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		69,477,772		1,162,673,494		0		-		1,061,504,165		109.53%		1,630,424		1,625,313		100.3%		713		0		-		-		-		-		-		82

		2019/01		24,548,265		406,273,781		0		-		355,683,668		114.22%		572,525		567,131		101.0%		710		0		-		-		-		-		-

		2019/02		20,942,029		354,129,712		0		-		339,296,373		104.37%		481,953		503,492		95.7%		735		0		-		-		-		-		-

		2019/03		23,987,478		402,270,001		0		-		366,524,124		109.75%		575,946		554,690		103.8%		698		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						4,726,315										6,628						713

						4,726

		タイ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		34,435,354		123,136,542		0		-		136,646,473		90.11%		253,698		284,956		89.0%		485		0		-		-		-		-		-		24

		2019/01		11,696,125		41,638,205		0		-		46,666,141		89.23%		86,060		99,389		86.6%		484		0		-		-		-		-		-

		2019/02		10,642,945		38,314,601		0		-		42,171,387		90.85%		78,347		86,202		90.9%		489		0		-		-		-		-		-

		2019/03		12,096,285		43,183,736		0		-		47,808,945		90.33%		89,291		99,365		89.9%		484		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						1,710,230										3,524						485

						1,710

		カンボジア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		212,624		23,661,393		0		-		19,685,795		120.20%		44,272		47,403		93.4%		534		0		-		-		-		-		-		1

		2019/01		70,102		7,708,390		0		-		6,646,907		115.97%		14,847		15,975		92.9%		519		0		-		-		-		-		-

		2019/02		67,257		7,524,062		0		-		6,105,202		123.24%		14,023		14,947		93.8%		537		0		-		-		-		-		-

		2019/03		75,265		8,428,942		0		-		6,933,686		121.57%		15,402		16,481		93.5%		547		0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						7,887,131										14,757						534

						7,887



		フィリピン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		63,548,033		143,724,744		0		-		52,754,174		272.44%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-		4

		2019/01		20,170,105		45,181,036		0		-		11,837,618		381.67%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/02		12,739,773		29,301,477		0		-		13,061,748		224.33%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/03		30,638,155		69,242,230		0		-		27,854,807		248.58%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/04														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/05														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/06														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/07														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/08														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/09														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/10														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/11														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/12														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

						11,977,062										0						ERROR:#DIV/0!

						11,977



				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)				検算

				アメリカ (本土・ハワイ）		28,000		22,470		1,246				22,470		0				9364837.1399935

				韓国		5,294		5,626		941				5,626		0				16312.6546754795

				台湾		8,777		14,297		614				14,297		0

				カンボジア		7,887		14,757		534				14,757		0

				ロシア（持分）		0		0		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				中国（持分）		4,726		6,628		713				6,628		0

				タイ（持分）		1,710		3,524		485				3,524		0



				日本		9,813		17,685		555				17,681		4



				Overseas Marugame Seimen brand　Basic information						(Monthly data per store)

						Sales
 (1,000 yen)		# of Guests
 (person)		Sales per Guest
 (yen)

				USA		28,000		22,470		1,246

				South Korea		5,294		5,626		941

				Taiwan (ROC)		8,777		14,297		614

				Cambodia		7,887		14,757		534

				China(PRC) <JV>		4,726		6,628		713

				Thailand <JV>		1,710		3,524		485



				Japan		9,813		17,685		555

				過去データ

				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)

				アメリカ		26,129		27,025		967

				韓国		5,290		7,119		743

				台湾		11,937		22,143		539

				ロシア（持分）		7,198		9,602		750

				中国（持分）		7,092		11,545		614

				タイ（持分）		2,457		4,910		500



				日本		9,000		16,393		548







				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)

				アメリカ		31,554		31,756		994

				韓国		6,005		7,465		804

				台湾		16,033		24,226		662

				ロシア（持分）		7,736		10,644		727

				中国（持分）		8,479		12,302		689

				タイ（持分）		3,160		5,895		536



				日本		8,836		16,213		545









株主還元

				配当の推移

						2012年3月期		2014年
3月期		2015年
3月期		2016年
3月期		2017年
3月期		2018年
3月期		2019年
3月期		2020年
3月期
(予想) ヨソウ

				1株当たりの
年間配当額 ア		15円50銭		8円00銭		10円00銭		24円00銭		26円00銭		26円50銭		1円50銭		12円50銭

				配当性向		19.90%		37.00%		20.50%		19.90%		20.00%		24.68%		24.10%		20.56%



																										株主優待の内容

																										保有株式数		優待内容		継続保有優遇 ケイゾク ホユウ ユウグウ

																										実施回数 ジッシ カイスウ		年2回 ネン カイ		左記に追加 サキ ツイカ		年2回 ネン カイ

																										100株以上～200株未満		4,000円相当の割引券 ワリビキケン				ー

																										200株以上～500株未満		4,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン

																										500株以上～1,000株未満		10,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン

																										1,000株以上		15,000円相当の割引券 ワリビキケン				３,000円相当の割引券 ワリビキケン



				Changes in Dividends

						Year ended March 31, 2012		Year ended March 31, 2014		Year ended March 31, 2015		Year ended March 31, 2016		Year ended March 31, 2017		Year ended March 31, 2018		Year ended March 31, 2019		Year ended March 31, 2020
(estimated)

				Annual dividend per share		15.50yen		8.00yen		10.00yen		24.00yen		26.00yen		26.50yen		1.50yen		12.50yen																Annual dividend per share

				Dividend payout ratio		19.90%		37.00%		20.50%		19.90%		20.00%		20.00%		24.10%		20.56%																Dividend payout ratio



																										Shareholder incentives

																										Number of shares		Incentive		Preferential treatment for continuous holding

																										The number of times		Twice a year		Twice a year						Shareholder incentives

																										100 - 200		4,000 yen value coupon 		Add to left		-				Shareholder incentives

																										200 - 500		4,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 

																										500 - 1,000		10,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 

																										1,000+  		15,000 yen value coupon 				3,000 yen value coupon 





丸亀製麺　既存店

																																				Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar

						2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		2018年
3月期 ネン ガツキ		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		10月																												2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月 ガツ		2月		3月		4月 ガツ		5月 ガツ		6月

						FY 2015		FY 2016		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep						FY 2015		FY 2016		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun

						FY 2015		FY 2016		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		FY 2017 		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月						FY 2015		FY 2016		FY 2017 		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar

				Net Sales		106.7%		103.8%		104.8%		105.2%		107.0%		110.2%		104.2%		105.1%		100.6%		100.5%		107.6%		103.2%		103.1%		101.1%		104.4%		103.3%		94.4%		97.9%		96.3%		95.2%		92.2%		96.5%		101.8%		96.3%		97.6%		96.8%		99.6%		96.7%		110.1%		105.7%		103.0%		106.2%		111.3%						2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月

				# of guests - Head count		101.8%		103.0%		104.1%		102.5%		102.5%		104.2%		98.6%		101.4%		99.1%		98.6%		101.7%		99.7%		99.5%		98.2%		100.8%		97.6%		91.0%		95.2%		99.8%		97.5%		93.0%		93.9%		99.6%		96.1%		94.9%		96.6%		98.7%		99.0%		122.6%		106.6%		99.3%		104.1%		111.5%				売上 ウリアゲ		106.7%		103.8%		104.4%		103.3%		94.4%		97.9%		96.3%		95.2%		92.2%		96.5%		101.8%		96.3%								97%		110%		106%

				Sales per guest  - Average soend per head		106.7%		100.9%		100.7%		102.6%		104.4%		105.8%		105.7%		103.7%		101.5%		101.9%		105.8%		103.5%		103.7%		102.9%		103.5%		105.8%		103.8%		102.9%		96.5%		97.7%		99.1%		102.8%		102.2%		100.2%		102.9%		100.2%		100.9%		97.7%		89.8%		99.1%		103.7%		101.9%		99.9%				客数 キャクスウ		101.8%		103.0%		100.8%		97.6%		91.0%		95.2%		99.8%		97.5%		93.0%		93.9%		99.6%		96.1%								99%		123%		107%

																																				0%		1.30%		-1.42%		1.31%		2.16%		-3.53%		2.12%		1.36%		-1.32%						-2.1%		0.3%		-2.8%		-1.8%		1.7%		-1.2%		0.6%				客単価 キャクタンカ		106.7%		100.9%		103.5%		105.8%		103.8%		102.9%		96.5%		97.7%		99.1%		102.8%		102.2%		100.2%								98%		90%		99%

																																		売上 ウリアゲ																				97.6%		96.8%		97.4%		97.0%		107.3%		103.9%		104.7%		105.0%		111.9%

																																補正後 ホセイ ゴ		客数 キャクスウ		97.6%		92.3%		93.8%		101.1%		99.7%		89.5%		96.0%		101.0%		94.8%		94.9%		96.6%		96.6%		99.3%		119.8%		104.8%		101.0%		102.9%		112.1%

																																		客単価 キャクタンカ		105.8%		103.8%		102.9%		96.5%		97.7%		99.1%		102.8%		102.2%		100.2%		102.9%		100.2%		100.9%		97.7%		89.8%		99.1%		103.7%		101.9%		99.9%

				Net Sales																																																																						Net Sales

				# of guests - Head count																																																																						# of guests - Head count

				Sales per guest  - Average soend per head																																																																						Sales per guest  - Average soend per head



				売上 ウリアゲ																																																																						売上 ウリアゲ

				客数 キャクスウ																																																																						客数 キャクスウ

				客単価 キャクタンカ																																																																						客単価 キャクタンカ



																																		CM		110.0%		110.4%		79.4%		125.7%		73.0%		93.0%



				売上 ウリアゲ																																																																						売上 ウリアゲ

				客数 キャクスウ																																																																						客数 キャクスウ

				客単価 キャクタンカ																																																																						客単価 キャクタンカ



																																				0.9229357851
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Sheet1

				FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018.2Q

				8,084,319		8,375,678		8,820,127		9,151,859		9,515,486		9,393,999

				8,084		8,376		8,820		9,152		9,515		9,394

												117.7%		112.2%

												1,431

				2013.04-2014.03		2014.04-2015.03		2015.04-2016.03		2016.04-2017.03		2017.04-2018.03		2018.04-2019.03

				2014年
3月期 ネン ガツキ		2015年
3月期 ネン ガツキ		2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		2019年
3月期3Q ネン ガツキ

				8,084,319		8,375,678		8,821,908		9,153,590		9,517,802		9290333.95227737

				8,084		8,376		8,822		9,154		9,518		9,290

												117.7%		114.9%

												1,433,483		1,206,015

				FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018.2Q

				2014年
3月期 ネン ガツキ		2015年
3月期 ネン ガツキ		2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期 ネン ガツキ		2018年
3月期 ネン ガツキ		2019年
3月期3Q ネン ガツキ



2014年	
3月期	2015年	
3月期	2016年	
3月期	2017年	
3月期	2018年	
3月期	2019年	
3月期3Q	8084.3188461100035	8375.6776849462367	8821.9075525010794	9153.5900605864608	9517.8017006252685	9290.3339522773695	

IFRS16

				大きな変更点は、これまでのファイナンス・リースとオペレーティング・リースという分類がなくなり、あらゆるリースが資産計上されることだ。その結果、莫大な金額のリースが企業会計上に表面化することとなる。さらに、損益計算書上では、ほとんどのオペレーティング・リースの初期の影響が大きくなる。つまり、リースの初期費用が上がる。



				2019年の新基準適用以降、上場企業は2017年と18年の財務諸表にさかのぼって新基準適用を求められることとなる。非上場企業に関しても、同様に2018年と19年にさかのぼって適用となる。

				BS												ＰＬ

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				資産 シサン		○						○●				売上 ウリアゲ

				負債 フサイ		○						○●				販管費 ハ				●

																ＥＢＩＴＤＡ

				簿外 ボガイ				●								減価償却 ゲンカ ショウキャク		○						○●

																営業利益 エイギョウ リエキ

																財務費用 ザイム ヒヨウ		○						○●

																税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ





Sheet2

																								（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS（2019/4/1）※												ＰＬ(2019/4/1～2020/3/31)※

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								84,530				売上 ウリアゲ

				リース資産 シサン		5,658										販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン				15,443

				リース負債 フサイ		3,536						82,407				ＥＢＩＴＤＡ

																減価償却 ゲンカ ショウキャク		○						14,584

				簿外 ボガイ				●								営業利益 エイギョウ リエキ

																財務費用 ザイム ヒヨウ		○						498

																税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ



				BS（新規計上額）※ シンキ ケイジョウ ガク

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								78,872

				リース資産 シサン		○

				リース負債 フサイ		○						78,872



				簿外 ボガイ				●

				※IFRS16影響額に関しましては、将来期間の為替レートが不明、減損が未確定、社宅データが最新のものではないなど、

				数値の変動要素はありますので、その点はご留意ください。





Sheet3

																								（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS（2019/4/1）												ＰＬ(2019/4/1～2020/3/31)

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース

				使用権資産 シヨウケン シサン								84,530				売上 ウリアゲ

				リース資産 シサン		5,658										販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン				15,443

				リース負債 フサイ		3,536						82,407				ＥＢＩＴＤＡ

																減価償却 ゲンカ ショウキャク								14,584

				BS（新規計上額） シンキ ケイジョウ ガク												営業利益 エイギョウ リエキ

						現行の会計基準 ゲンコウ カイケイ キジュン						新基準 シン キジュン				財務費用 ザイム ヒヨウ								498

						ファイナンス・リース		オペレーティング・リース				すべてのリース				税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ

				使用権資産 シヨウケン シサン								78,872

				リース資産 シサン

				リース負債 フサイ								78,872

				※IFRS16影響額に関しましては、将来期間の為替レートが不明、減損が未確定、社宅データが最新のものではないなど、

				数値の変動要素はありますので、その点はご留意ください。





Sheet6

																				（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				BS期首影響額 キシュ エイキョウガク										ＰＬ影響額(2019/4/1～2019/6/30) エイキョウガク

						旧会計基準(2019/3/31現在) キュウ カイケイ キジュン ゲンザイ		新基準により
追加的に認識(2019/4/1現在) シン キジュン ツイカテキ ニンシキ ゲンザイ		合計 ゴウケイ						旧会計基準 キュウ		IFRS16
影響額 エイキョウガク		新基準 シン キジュン

						ファイナンス・リース

				使用権資産 シヨウケン シサン				78,094		78,094				売上 ウリアゲ		39,212		0		39,212

				有形リース資産(期末帳簿価額) ユウケイ シサン キマツ チョウボ カガク		2,364				2,364				販管費（地代家賃） ハ チダイ ヤチン		4,555		-3,735		819

				リース負債 フサイ		3,536		79,928		83,464				ＥＢＩＴＤＡ		3,653		3,624		7,277

				利益剰余金の減少(税効果会計等考慮後) リエキ ジョウヨキン ゲンショウ ゼイ コウカ カイケイ トウ コウリョ ゴ				880		880				減価償却 ゲンカ ショウキャク		1,126		3,624		4,751

														営業利益 エイギョウ リエキ		1,940		111		2,051

														金融費用 キンユウ ヒヨウ		345		124		469

														税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ		1,382		-13		1,369
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				現状 ゲンジョウ												修正案 シュウセイ アン

						店舗数 テンポ スウ		売上（億円） ウリアゲ オク エン		売上（億円）
/店 ウリアゲ オク エン テン		月商（万円）
/店 ゲツ ショウ マン エン テン						店舗数 テンポ スウ		売上（億円） ウリアゲ オク エン		売上（億円）
/店 ウリアゲ オク エン テン		月商（万円）
/店 ゲツ ショウ マン エン テン

				北米 ホクベイ		1,000		1,000		1.0		833				北米 ホクベイ		1,000		1,000		1.0		833

				中南米 チュウナンベイ		200		100		0.5		417				中南米 チュウナンベイ		200		150		0.8		625

				欧州(+中東） オウシュウ チュウトウ		500		50		0.1		83		⇒		欧州(+中東） オウシュウ チュウトウ		500		350		0.7		583

				アジア		2,300		1,350		0.6		489				アジア		2,000		1,250		0.6		521

				日本 ニホン		2,000		2,500		1.3		1,042				日本 ニホン		2,000		2,000		1.0		833

																　TDJ以外 イガイ		300		250		0.8		694

						6,000		5,000		0.8		694						6,000		5,000		0.8		694
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出退店の状況（海外）

海外61店舗（純増27）を出店

WOK TO WALK（11店舗）、雲南ヌードル（6店舗）、インドネシア（7店舗）
Poke （11店舗）等を61店舗出店 36

2019年 2019年 2019年 2019年

3月末 出店 退店 9月末 3月末 出店 退店 9月末

丸亀製麺 連結子会社 100% アメリカ 6 2 0 8 0 0 0 0 8

連結子会社 100% 韓国 6 0 -1 5 4 0 0 4 9

連結子会社 90% 台湾 30 1 0 31 0 0 0 0 31

連結子会社 65% カンボジア 2 0 -1 1 0 2 0 2 3

関連会社（持分法） 40% タイ 19 0 0 19 0 0 0 0 19

関連会社（持分法） 37% 中国 76 9 -10 75 5 0 0 5 80

関連会社（持分法） 33% シンガポール 3 0 0 3 0 0 0 0 3

ロイヤリティ収入 - インドネシア 0 0 0 0 51 7 -1 57 57

ロイヤリティ収入 - ベトナム 0 0 0 0 10 0 0 10 10

ロイヤリティ収入 - オーストラリア 0 0 0 0 2 2 0 4 4

ロイヤリティ収入 - フィリピン 0 0 0 0 4 3 0 7 7

ロイヤリティ収入 - ロシア 0 0 0 0 6 1 0 7 7

譚仔雲南米線 連結子会社 100% 中国(香港） 53 2 0 55 0 0 0 0 55

譚仔三哥米線 連結子会社 100% 中国(香港） 54 4 0 58 0 0 0 0 58

MONSTER CURRY 連結子会社 70% シンガポール 13 0 0 13 0 0 0 0 13

Wok to Walk 連結子会社 60% 欧州等 2 0 -2 0 101 11 -6 106 106

Boat Noodle等 関連会社（持分法） 49% マレーシア等 65 3 -10 58 6 3 0 9 67

Boat Noodle 関連会社（持分法） 40% ミャンマー 1 0 0 1 0 0 0 0 1

Shoryu（昇龍） 関連会社（持分法） 39% イギリス 11 0 0 11 0 0 0 0 11

Poke 関連会社（持分法） 40% アメリカ等 32 0 -1 31 7 11 0 18 49

とん一 連結子会社 90% 台湾 4 0 -2 2 0 0 0 0 2

Tokyo Table 連結子会社 100% アメリカ 1 0 0 1 0 0 0 0 1

Crackin' Kitchen等 連結子会社 100% アメリカ 1 0 0 1 0 0 0 0 1

379 21 -27 373 196 40 -7 229 602合　計

業態 運営形態
持分
比率

エリア 総合計

直営 FC

通期累計 通期累計



国内子会社の概況

晩杯屋

・上半期 既存店前年比売上は101％と好調に推移。最高日商を更新する店舗もあり
全体的に着実に伸長

・おすすめ商品の販売強化や食材仕入れのフロー見直し等により原価率が低減 更なる
低減を目指す

・採用強化により人員充足を進めると同時にワークスケジュール管理の徹底を行うこと
で、オペレーションの改善と人件費削減を図る

ずんどう
屋

・商品値上げの効果等もあり、上半期 既存店前年比売上は101.6％と好調に推移
セット販売や販促の強化により更なる売上増を目指す

・トリドールＨＤとの共同購買により原価率が低減
・女性ターゲットの商品やスピードメニューを開発、販売
・モデルワークスケジュールを導入し管理を徹底 人員の適正化によりオペレーション

の改善と人件費削減を図る

ＳＯＮＯ
ＫＯ

・全般的に収益改善されているが、間接部門のコスト削減等により更なる改善を進める
・事業の大半を占める既存のBtoC事業については、売上構成比40％を占めるTOP500

の顧客に注力するほか、イベントの実施や休眠会員の掘り起こしにより売上向上を
目指す

・リピート通販については、顧客獲得効率の高いTVCMに注力し、注文獲得単価が改善
長期継続顧客を増やすことを目的としたモデルを設計し安定化を図る
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海外事業 地域別の概況(1)

〈アジア・東南アジア〉

38

丸亀製麺

台湾

中国

経営体制の再編成が行われ、売上は向上傾向にある。更なる市場拡大の余地が
あると考え、出店を継続する計画。

韓国 日本製に対する不買運動の影響は多少受けているものの、現地の消費者には日
常使いで利用して頂いており致命的ではない。今後の韓国市場拡大に期待。

タイ 本部コストのカットや不採算店の閉店を行い、今年度の業績は堅調に推移。出
店再開への体制構築と人員の適正配置を進め更なる収益健全化に注力。

インドネ
シア

ジャカルタにおける主要モールを中心に展開すると共に、更なる拡大を狙い地
方都市での展開も図る。顧客層の拡大も視野に入れたエクスプレス店の導入も
検討中で、2025年までに100店舗以上の展開を目指す。

ベトナム
FCへ譲渡の既存店の収益性向上に向け注力。実験店舗にて様々な施策を実施し、
売上も定着してきている。加えて、２０１８年に１２月にハノイ、２０１９年１
月にハイフォン、2019年11月にハノイ2号店をサブフランチャイズにて開店。

既存レギュラー店の収益が向上し、前年比は110％程度。FC加盟店の出店立地
も確定しており、プノンペンにおける更なる展開を期待。日本食を総合的に提
供する新業態（丸亀製麺）を5月に開店し、9月にはFCの丸亀1号店も開店。

カンボジ
ア

北京、上海、香港などの大都市での展開に注力。不採算店の閉鎖と大都市圏へ
の出店により、年内に黒字転換を予定。特に華北地域店舗が好調。国内大手
フードデリバリープラットフォームと提携しデリバリーサービスに注力。現状、
同売上が30％程度を占める。今後出店を加速するため、FC展開も検討中。



海外事業 地域別の概況(2)

〈アジア・東南アジア〉

丸亀製麺

フィリピ
ン

FCとして2017年以降１号店～４号店を開店、2019年10月には8号店を出店し、
いずれも好業績を維持。更なる拡大を狙い2020年にかけてマニラ地域にて数
店舗を出店予定。

業態のシェアは約7割と強いブランド力を誇る。2社を統合管理するCEO、
CFOをはじめとするマネジメント層を採用しTamjaiグループとしてのガバナ
ンスおよび更なる成長を促進するためのグループ経営の強化に一定の目途が
立った。
現在はトリドールHDと協力しながら、更なるブランド強化のための施策や香
港以外への展開に向けた準備を推進中。将来的には、香港国内において150～
160店舗体制、および東南アジアや中国本土への展開を目指す。

香港雲南
ヌードル

シンガ
ポール

中国合弁を介して3店舗出店。賃料は高いものの、認知拡大を目的に代表的な
モールへ出店。年内に不採算店の閉店により事業全体の収益性を向上させつつ、
今後、華人系以外の客層拡大を目指した新たな施策も検討中。

Boat 
Noodle

シンガポールにおいては、ハラル認証取得後の収益の伸びが著しく、「イスラ
ム教徒がカジュアルに食べられるタイ料理」としてのコンセプトを中心に、ア
ジアイスラム圏での更なる展開を狙うとともに、中東地域も視野に入れてフラ
ンチャイズの拡大を図る。

マレーシ
ア、等

現地飲食最大手のYKKO社が、ミャンマーで２番目に店舗数の多いYOMA社
（現地でKFC33店舗展開）と合併したことにより、更なる体制強化が図られ
た。BoatNoodleのコンセプトに加え、ドリンク業態（ChillChill）の展開も視
野に入れつつ、今後の市場拡大を狙う。

ミャン
マー
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海外事業 地域別の概況(3)

〈アジア・東南アジア〉

MONSTE
R CURRY

シンガ
ポール

シンガポールの日本式カレー市場で圧倒的なシェアNO.1を獲得している。現
在はトリドールHDと協力しながら、更なるブランド力の強化とトリドールHD
が所有する店舗運営ノウハウの継承を実施中。今後はシンガポールにおける
20店舗体制に加え、国外へ展開すべく準備を進めている。

〈欧州、その他〉

丸亀製麺
2018年12月より、合弁を解消し全店FC化。これにより資金の外部調達も可能
になり、モスクワにてFC、サブFC店の展開を画策し、積極的な出店と既存店
強化を目指す。今後は、収益拡大とともにこれまで出店のなかった立地への出
店を行い、店舗数の拡大を予定している。

ロシア

Shoryu イギリス
イギリスのEU(欧州連合)離脱問題の影響で、先行き不透明感が漂い苦戦を強
いられるレストランが多い中、堅実に売上を維持。来春に新規出店も決定。ド
ミナント展開してきたロンドンに加え、海外やイギリス郊外での展開の準備を
進めている。

ＷＯＫ Ｔ
Ｏ ＷＡＬ

Ｋ

フランチャイズビジネスは堅調に推移し、展開国、店舗数を拡大している。ア
メリカやアジア等への更なる展開も進行中。欧州、そ

の他
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海外事業 地域別の概況(4)

絶好調の海外旗艦店ハワイWaikiki店に加えて、ストーンズタウン店および
2019年後半に開店したサウスコーストプラザ店およびバークレー店が非常に
好調に推移。ハワイ・本土は合計9店舗体制に。2019年9月より米国の投資
ファンドと提携し、現地の経営陣と共に更に本土での展開を加速していき、
2025年までに160店舗体制を目指す。

米国丸亀製麺

〈北米〉

2018年8月より提携開始。継続的な出店が続き、現在は約50店舗体制に。
2019年末までに60店舗程度(直営10+FC50)になる予定。勝ち筋戦略の明確
化と今後の拡大を見据えた基盤整備のため、オペレーション改善および店舗レ
イアウトの見直しを行っている。

米国Poke
works
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海外 丸亀製麺 基礎情報

※・上記は、2019年1月から6月までの期間（台湾と日本においては、同年4月から9月）を対象に
しております。

・ 2019年9月末時点の為替レートを採用しております。

42

海外 丸亀製麺 基礎情報

１店舗平均売上高
/月（千円）

１店舗平均客数
/月（人）

１店舗平均客
単価/月(円)

アメリカ (本土・ハワイ） 27,614 22,120 1,248

韓国 5,213 5,756 906

台湾 8,888 14,694 605

カンボジア 8,151 15,153 538

中国（持分） 4,895 7,601 644

タイ（持分） 2,249 4,652 484

日本 10,031 17,884 561


Sheet1

		ＢＩ　「月別・日別推移」　→　「当月レート」　は、前月末のレートを採用

		閉店日　＞＝2016/03/31　（3/31以前に閉店した店舗は含まない） 　 開店日　＜＝2015/12/31（12/31以前に開店した店舗を含む）　など　　を選択

		*は取る

		開店、閉店の情報は、右クリックでロックする

		⇒　2016/1/1から03/31まで、ひと月フルで営業していた店舗を対象にしている

		1Q		閉店日　＞＝2019/3/31　		開店日 ＜＝2018/12/31

		2Q		閉店日　＞＝2019/06/30　		開店日 ＜＝2018/12/31

		3Q		閉店日　＞＝2019/09/30　		開店日 ＜＝2018/12/31

		4Q		閉店日　＞＝2019/12/31　		開店日 ＜＝2018/12/31

		※台湾は注意

		※丸亀製麺だけ絞る

		アメリカ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		7,467,654		828,427,035		0		-		604,024,971		137.17%		663,609		546,654		121.4%		1,248		0		-		-		-		-		-		5

		2019/01		1,330,758		146,330,201		0		-		103,856,746		140.90%		119,232		95,555		124.8%		1,227		0		-		-		-		-		-

		2019/02		1,184,941		132,559,354		0		-		96,738,622		137.03%		106,025		86,846		122.1%		1,250		0		-		-		-		-		-

		2019/03		1,260,073		141,115,529		0		-		105,244,911		134.08%		111,794		93,581		119.5%		1,262		0		-		-		-		-		-

		2019/04		1,182,831		133,482,509		0		-		99,347,098		134.36%		105,527		89,214		118.3%		1,265		0		-		-		-		-		-

		2019/05		1,261,064		139,170,970		0		-		102,193,361		136.18%		110,845		92,592		119.7%		1,256		0		-		-		-		-		-

		2019/06		1,247,987		135,768,471		0		-		96,644,234		140.48%		110,186		88,866		124.0%		1,232		0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						27,614,235										22,120						1,248

						27,614

		韓国

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		3,187,157,950		312,802,978		0		-		353,231,920		95.18%		345,387		413,401		83.8%		906		0		-		-		-		-		-		10

		2019/01		531,204,040		53,226,645		0		-		56,384,924		94.40%		56,111		66,028		85.0%		949		0		-		-		-		-		-

		2019/02		497,843,510		50,431,548		0		-		53,101,644		94.97%		52,356		60,794		86.1%		963		0		-		-		-		-		-

		2019/03		551,555,540		55,155,554		0		-		57,362,425		96.15%		60,325		66,477		90.7%		914		0		-		-		-		-		-

		2019/04		504,903,920		49,783,527		0		-		63,839,187		77.98%		55,084		73,131		75.3%		904		0		-		-		-		-		-

		2019/05		558,306,730		52,425,002		0		-		62,412,341		84.00%		61,249		75,490		81.1%		856		0		-		-		-		-		-

		2019/06		543,344,210		51,780,703		0		-		60,131,398		86.11%		60,262		71,481		84.3%		859		0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						5,213,383										5,756						906

						5,213

		台湾

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		475,315,396		1,653,229,652		0		-		1,510,508,337		109.43%		2,733,120		2,410,657		113.2%		605		0		-		-		-		-		-		31

		2019/04		73,674,211		265,227,160		0		-		261,160,848		101.56%		416,169		386,621		107.6%		637		0		-		-		-		-		-

		2019/05		75,733,337		260,522,679		0		-		238,959,394		109.02%		427,957		385,683		111.0%		609		0		-		-		-		-		-

		2019/06		83,492,361		290,553,416		0		-		258,662,985		112.33%		485,517		408,783		118.8%		598		0		-		-		-		-		-

		2019/07		87,223,073		304,408,525		0		-		270,735,256		112.44%		507,951		434,672		116.9%		599		0		-		-		-		-		-

		2019/08		83,908,091		284,448,428		0		-		244,272,125		116.45%		486,104		417,223		116.5%		585		0		-		-		-		-		-

		2019/09		71,284,323		248,069,444		0		-		236,717,729		104.80%		409,422		377,675		108.4%		606		0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

		2020/01																						0		-		-		-		-		-

		2020/02																						0		-		-		-		-		-

		2020/03																						0		-		-		-		-		-

						8,888,331										14,694						605

						8,888

		ロシア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計																						0		-		-		-		-		-		7

		2019/01																						0		-		-		-		-		-

		2019/02																						0		-		-		-		-		-

		2019/03																						0		-		-		-		-		-

		2019/04																						0		-		-		-		-		-

		2019/05																						0		-		-		-		-		-

		2019/06																						0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						0										0						ERROR:#DIV/0!

						0

		中国

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		147,586,423		2,379,190,626		0		-		2,338,112,458		109.53%		3,694,104		1,625,313		98.7%		644		0		-		-		-		-		-		81

		2019/01		24,548,265		406,273,781		0		-		355,683,668		114.22%		572,525		567,131		101.0%		710		0		-		-		-		-		-

		2019/02		20,942,029		354,129,712		0		-		339,296,373		104.37%		481,953		503,492		95.7%		735		0		-		-		-		-		-

		2019/03		23,987,478		402,270,001		0		-		366,524,124		109.75%		575,946		554,690		103.8%		698		0		-		-		-		-		-

		2019/04		27,815,986		446,724,742		0		-		441,565,423		101.17%		761,287		722,366		105.4%		587		0		-		-		-		-		-

		2019/05		27,058,426		411,288,074		0		-		433,816,231		94.81%		700,069		719,071		97.4%		587		0		-		-		-		-		-

		2019/06		23,234,240		358,504,317		0		-		401,226,639		89.35%		602,324		677,989		88.8%		595		0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						4,895,454										7,601						644

						4,895

		タイ

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		71,979,451		256,437,110		0		-		301,353,090		85.54%		530,340		646,020		82.9%		484		0		-		-		-		-		-		19

		2019/01		11,696,125		41,638,205		0		-		46,666,141		89.23%		86,060		99,389		86.6%		484		0		-		-		-		-		-

		2019/02		10,642,945		38,314,601		0		-		42,171,387		90.85%		78,347		86,202		90.9%		489		0		-		-		-		-		-

		2019/03		12,096,285		43,183,736		0		-		47,808,945		90.33%		89,291		99,365		89.9%		484		0		-		-		-		-		-

		2019/04		12,574,794		44,766,268		0		-		56,078,219		79.83%		93,409		121,359		77.0%		479		0		-		-		-		-		-

		2019/05		12,225,769		42,912,449		0		-		52,936,021		81.06%		91,355		117,540		77.7%		470		0		-		-		-		-		-

		2019/06		12,743,534		45,621,851		0		-		55,692,377		81.92%		91,878		122,165		75.2%		497		0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						2,249,448										4,652						484

						2,249

		カンボジア

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		440,636		48,905,889		0		-		39,010,990		125.41%		90,916		90,311		101.1%		538		0		-		-		-		-		-		1

		2019/01		70,102		7,708,390		0		-		6,646,907		115.97%		14,847		15,975		92.9%		519		0		-		-		-		-		-

		2019/02		67,257		7,524,062		0		-		6,105,202		123.24%		14,023		14,947		93.8%		537		0		-		-		-		-		-

		2019/03		75,265		8,428,942		0		-		6,933,686		121.57%		15,402		16,481		93.5%		547		0		-		-		-		-		-

		2019/04		79,838		9,009,677		0		-		6,716,333		134.15%		16,300		14,477		112.6%		553		0		-		-		-		-		-

		2019/05		73,233		8,081,989		0		-		6,345,729		127.36%		15,130		13,994		108.1%		534		0		-		-		-		-		-

		2019/06		74,941		8,152,829		0		-		6,263,133		130.17%		15,214		14,437		105.4%		536		0		-		-		-		-		-

		2019/07																						0		-		-		-		-		-

		2019/08																						0		-		-		-		-		-

		2019/09																						0		-		-		-		-		-

		2019/10																						0		-		-		-		-		-

		2019/11																						0		-		-		-		-		-

		2019/12																						0		-		-		-		-		-

						8,150,981										15,153						538

						8,151



		フィリピン

		年月		売上(現地通貨)		売上(円)		予算売上		予算比		前年同曜売上		前年比		客数		前年客数		前年比		客単		労働時間		人時		予算		予算比		前年		前年比

		合計		153,087,228		346,912,787		0		-		139,031,476		260.21%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-		6

		2019/01		20,170,105		45,181,036		0		-		11,837,618		381.67%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/02		12,739,773		29,301,477		0		-		13,061,748		224.33%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/03		30,638,155		69,242,230		0		-		27,854,807		248.58%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/04		28,365,947		65,241,678		0		-		28,158,515		231.69%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/05		30,517,486		68,664,344		0		-		28,267,224		242.91%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/06		30,655,762		69,282,022		0		-		29,851,563		232.09%		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/07														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/08														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/09														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/10														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/11														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

		2019/12														0		0		-		-		0		-		-		-		-		-

						9,636,466										ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!

						9,636



				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)				検算

				アメリカ (本土・ハワイ）		27,614		22,120		1,248				22,120		0				9364837.1399935

				韓国		5,213		5,756		906				5,756		0				16312.6546754795

				台湾		8,888		14,694		605				14,694		0

				カンボジア		8,151		15,153		538				15,153		0

				ロシア（持分）		0		0		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				中国（持分）		4,895		7,601		644				7,601		0

				タイ（持分）		2,249		4,652		484				4,652		0



				日本		10,031		17,884		561				17,884		0



				Overseas Marugame Seimen brand　Basic information						(Monthly data per store)

						Sales
 (1,000 yen)		# of Guests
 (person)		Sales per Guest
 (yen)

				USA		27,614		22,120		1,248

				South Korea		5,213		5,756		906

				Taiwan (ROC)		8,888		14,694		605

				Cambodia		8,151		15,153		538

				China(PRC) <JV>		4,895		7,601		644

				Thailand <JV>		2,249		4,652		484



				Japan		10,031		17,884		561

				過去データ

				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)

				アメリカ		26,129		27,025		967

				韓国		5,290		7,119		743

				台湾		11,937		22,143		539

				ロシア（持分）		7,198		9,602		750

				中国（持分）		7,092		11,545		614

				タイ（持分）		2,457		4,910		500



				日本		9,000		16,393		548







				海外　丸亀製麺 基礎情報

						１店舗平均売上高
/月（千円）		１店舗平均客数
/月（人）		１店舗平均客単価/月(円)

				アメリカ		31,554		31,756		994

				韓国		6,005		7,465		804

				台湾		16,033		24,226		662

				ロシア（持分）		7,736		10,644		727

				中国（持分）		8,479		12,302		689

				タイ（持分）		3,160		5,895		536



				日本		8,836		16,213		545











株主還元

当社グループは、株主の皆様に適正な利益還元を行うことは、企業目的の重
要な課題であると考えており、グループの成長のために必要な投資を行うた
め内部留保の充実を図りながら、業績に応じて安定した配当を継続していく
ことを基本方針としております。
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2014年
3月期

2015年
3月期

2016年
3月期

2017年
3月期

2018年
3月期

2019年
3月期

2020年
3月期
(予想)

1株当たりの
年間配当額

8円00銭 10円00銭 24円00銭 26円00銭 26円50銭 1円50銭 12円50銭

配当性向 37.00% 20.50% 19.90% 20.00% 24.68% 24.10% 20.56%

株主優待の内容
保有株式数 優待内容
実施回数 年2回 年2回

100株以上～200株未満 4,000円相当の割引券 ー
200株以上～500株未満 4,000円相当の割引券 ３,000円相当の割引券
500株以上～1,000株未満 10,000円相当の割引券 ３,000円相当の割引券
1,000株以上 15,000円相当の割引券 ３,000円相当の割引券

継続保有優遇

左
記
に
追
加
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