
中長期経営計画
トリドールグループは、2028年3月期を最終年として「真のグローバルフードカンパニー」となるための
意欲的な中長期目標と、その達成に向けた3ヵ年計画を策定しています。

  コロナ禍で業績を落とした2021年3月期からV字回復

  テイクアウト市場の創出、不採算事業・店舗の整理、海
外パートナーの拡充など、成長に向けた土台を整備

  「グローバルフードカンパニー」への成長に向けて、 

  国内外で出店攻勢、事業拡張

  積極的な投資と同時に、財務健全性・資本効率性

を考慮した事業運営を図る

  真のグローバルフードカンパニーとして、世界の大手

外食企業に伍する位置づけを確立

  さらなる成長・利益創出へ

2022年3月期実績

店舗数： 約1,720店舗

売上収益： 約1,534億円

事業利益率： 3.5%

営業利益率： 9.3%

2025年3月期計画

店舗数： 2,500店舗

売上収益： 2,200億円

事業利益率： 6.4%

営業利益率： 5.5%

2028年3月期計画

店舗数： 5,500店舗超

売上収益： 3,000億円

事業利益率： 12%以上

営業利益率： 10%程度

目標値の内訳

その他、海外事業の各セグメントで着実に規模の拡大、利益改善を図ると同時に、 
M&Aの推進によりさらなる成長を目指します。2025年3月期まではいずれもM&Aを含まない、 

既存業態の計画であり、M&Aを実施した場合は下記数値への上乗せとなります。

店舗数  売上収益  事業利益  

連結事業利益率12％以上、国内・海外の比率が
半々になる水準を目指す。
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5,760

3,000

28/3期* 28/3期

前期（22/3期）

まで

3ヵ年計画

セグメント：  丸亀　  その他　  海外

* M&Aを含む

※ 調整額を含みません。

中長期目標

感動体験の追求重点 
テーマ1

事業ポートフォリオの量・質拡充重点 
テーマ2

バディ布陣の確立重点 
テーマ3

NxN展開を支える基盤構築重点 
テーマ4

SECTION 03

経営戦略

（店舗） （億円） （億円）
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戦略と重点テーマ
食の感動体験を起点とする“KANDOトレードオン戦略”を掲げ、 
その実現のために4つの重点テーマを定めています。

➂ 戦略構成要素　 

➃ 戦略構成要素　 

　戦略の起点となるのは、お客様の来店動機を生み出す「食

の感動体験」です。従来の感動体験を進化させるとともに、

中食、海外、新たな食文化などこれまでにないシーンで感動

体験を創出し続けます。

　各業態が海外進出するたびに、それぞれの国・地域でパートナー

を探索する段階から進化し、試行錯誤を続けてきました。今後は 

各地のパートナーを単なるビジネス上の契約関係を超えたローカ

ルチーム「バディ」として、複数業態で並行して事業を展開していき

ます。

　既に欧州においては外食ファンドのCapdesia Group Limited

と、米国においては外食ファンドのHargett Hunter Capital 

Managementとそれぞれ提携し、強い事業体制を構築しながら、

主力業態であるMarugame Udonの事業展開を加速しています。

アジアでは、当社グループが出資したMonster Curryを傘下に抱

えるシンガポールのEN Groupと、新たに国内業態の天ぷらまきの

の展開を仕掛けています。

　世界各地の有力市場で、このような布陣を確立します。

　感動体験を体現する国内外のバラエティ豊かなブランド群

を活かした、よりバランスの取れた成長を指向します。

  欧州展開のジョイントベンチャーパー
トナー。ロンドンでMarugameUdon
の英国進出を成功させた後、フラン
チャイズ本部構築のサポートとフラン
チャイズの開拓を推進
  欧州各国におけるダイバースブランド
展開をサポート

  Marugame Udon USA, LLC に 
出資。経営体制強化のためCEO等、
経営層を選定し成長戦略を策定

  米国におけるダイバースブランド展開
をサポート

  トリドールホールディングスがEN Group
の展開するモンスターカレーにマジョ
リティ出資
  M O N S T E R  C U R R Y / P L A N E T、 
天ぷらまきのを含むアジア地域での 
ダイバースブランド展開をサポート

グローバルアドバイザリーボード

 グループ本社機能 
（グローバルサプライチェーンマネジメント、 

フランチャイズサポート体制など）

日本
米国× 
バディ

欧州× 
バディ

中国× 
バディ

…

業態A

業態B

業態C

…

Keyword：二律背反→二律両立 予
測
不
能
レ
ベ
ル
の
進
化

　：強みの源泉 　：戦略の構成要素

Craft

Only

Anywhere

System

ローカルバディ

ダイバースブランド

手間暇かけて 
こだわって展開する

そこでしかできない体験

感動体験に共感した特別な知識と 
ノウハウを持つ世界中の仲間

世界中の知恵や文化から生み 
出される色とりどりの感動体験群

国境を超えた感動が次々と 
拡張しながら進化し続ける仕組み

世界中 
どこでもできる体験

スピーディーに 
効率的に展開する

食の感動体験

五感を揺さぶられ 
本能が歓ぶ体験

➀

➁

➂

ノーボーダー 
ネットワーク➃

ローカルバディ

➀ 戦略構成要素　 ➁ 戦略構成要素　 

食の感動体験 ダイバースブランド

重点テーマ1  感動体験の追求

重点テーマ3  バディ布陣の確立

　多様なブランド群、ローカルバディ、そしてそれらを支える

グローバルアドバイザリーボード、トリドールグループの本社

機能が、縦横無尽に世界各地でネットワークとして機能する

ことで、事業の急展開を実現します。

　N×Nとは、多数のブランドが多数の国・地域で、ローカ

ルバディとともに一気に広がっていくことを表現したもので

す。特定の地域・業態での成功体験やアイディアが、地域・

業態を超えてグループに還元するための体制・仕組みを構

築しています。

　その重要な要素であるグローバルアドバイザリーボード

では、ローカルバディの経営層をはじめとして、世界各地に

おいて飲食業の成功体験を持つタレントが、これからの当社

グループの発展に向けた議論を行っています。

ノーボーダーネットワーク

重点テーマ4  NxN展開を支える基盤構築

重点テーマ2  事業ポートフォリオの量・質拡充

 トリドールホールディングスの主なバディ

欧州

米国

アジア

戦略の主体

感動進化
ドライバーズ

　戦略の骨格となるキーワードが、「二律両立」です。

　手間暇かけてこだわった業態を、一方ではスピーディーに効率的に

展開する。そしてその国、そこでしか得られない体験を、世界中で享受

できる体験にしていく。

　こうした本来であれば二律背反となる、矛盾をはらんだ活動を両立

し、拡大する推進力こそが、当社グループの強みの源泉と位置づけ、 

戦略の骨格に据えています。
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具体的施策
中長期目標の実現に向けて、“KANDOトレードオン戦略”を構成する要素に紐づく4つの重点テーマ、
11の取り組みを定め、注力しています。

感動体験の追求

　トリドールグループの強みの源泉である感動体験をさらに進化させ、創出し続けていくことが、重点テーマの1つ目です。そのため

に「感動体験」自体を徹底的に磨きこんでいくことに加え、その主体となる「人材」、そして感動体験の「舞台」である店舗に投資して

いきます。

1. 感動体験の創出・磨きこみ
   テイクアウトやデリバリー、これまでに出店していない国・地域、新たな食文化（ハラール・

ヴィーガンなど）や消費セグメント（急速に進む高齢者市場など）に対応する新たな商品群・

サービスの提案など、新たなシーンにおいて、感動体験を創出・確立

   各業態において感動体験のあり方を再定義・言語化し、全世界での再現性を担保

2. 人材育成と定着化
   感動体験をお客様にお届けする店舗の体制を質・量ともに充実させるべく、人材投資・定

着率向上を推進

   これらを実現するためのキャリアロードマップ、トレーニングシステムを整備・展開

3. 感動体験を生む舞台づくり
   バックオフィス業務のDX、効率化・自動化の設備導入などを通じて店舗の従業員が顧客

サービスに専念できる環境を整備

   テイクアウト・デリバリーなど、新たな感動体験のシーンに最適化した店舗・オペレーション

の設計と新店・改装での横展開

4.  M&Aによる 
新たな業態獲得

    1,000億円のM&A予算枠を設定し、欧米/中華圏/東南アジアの有望市場を中心に業態を拡充

    M&Aではトリドールグループの誇る感動体験を共有し、世界中の有望市場で顧客・事業機

会の獲得が期待できる業態をターゲットとして深堀り

    M&Aの選定から統合までの各ステップには自社内の専門メンバーを体制構築に加え、ロー

カルバディをはじめとする世界中のバディネットワークを有効活用

5. 選択と集中
    勝ち筋が定まった業態・出店モデルには投資・人的リソースを集中投下。一気呵成に数百

～千店舗単位の事業規模を持つ業態を複数展開

    選択と集中の副次的な効果として、業態ごとの間接費用を圧縮し、業態の収益性を引き上げ

6. ブランドインキュベーション
   新たな業態、サブブランド・新たな出店モデルを創出

    既存業態についても、グローバルブランドへの昇華を目指し、ブランドアイデンティティ、カス

タマージャーニー、ストアデザイン、カルチャーなどを含む包括的なリブランディングを推進

重点テーマ1

事業ポートフォリオの量・質拡充

　感動体験を色とりどりに体現するダイバースブランドを強化します。M&Aや自社のインキュベーション活動を通じた新たな業態の

立ち上げと、一方では選択と集中、グローバルブランド化によって質の面でも事業ポートフォリオを拡充していきます。

重点テーマ2

　ブランドとローカルバディ、本社機能・アドバイザリーボードがネットワークとして機能し、ブランド基軸でのグローバルな連携、 

グループ機能のグローバル化、出店力の強化に取り組んでいきます。

9.  ブランド基軸での 
グローバル連携

   ベストプラクティスの特定・横展開によって、ブランドのサービスレベル向上、初期投資額の

抑制・マネジメント、店舗収益の改善を実現

   マニュアル作成、トレーニング・資格認定制度などの国・地域横断的な検討により、各国法

人の間接費用を抑制

10.  グループ機能の 
グローバル化

   グローバルサプライチェーンの構築など、各業態の海外同時展開を支える本社・営業機能

の確立

   調達・マーケティング・人材育成・営業支援など、各国地域の店舗運営におけるサポート体

制を拡充

11. 出店力の強化
    世界5,500店舗超を実現する立地・モデル開発の質的・量的体制強化

    立地開発・設計建設のチームが各業態と綿密に連携し、出店モデルの構築、投資回収を早

期化する初期投資額の抑制に取り組み、投資効果の高い出店プランを構想

NxN展開を支える基盤構築重点テーマ4

バディ布陣の確立

　トリドールグループの業態を世界の有望市場で効率的に展開すべく、ローカルバディの布陣を早期に確立し、それらのローカル 

バディを最大限活用して、世界各地で複数業態の同時展開を果たし、圧倒的なスピードでの成長を実現します。

7. 新規有力バディの探索
   世界の有望市場において、有力フランチャイジー、ジョイントベンチャーパートナーを含む

新規バディの探索を進め、早期に体制確立

    ローカルバディ候補となるファンド、レストランオペレーター、デベロッパーなどの情報収集

と精査、交渉加速のため、海外事業本部内に専門チームを立ち上げ

8.  重要市場のバディによる 
業態同時展開

    各国・地域のバディが、それぞれ特定の単一業態の展開に取り組むのではなく、ダイバース

ブランドを同時に複数並行で展開することにより、海外出店スピードを加速

    直営店に加えて、フランチャイズパッケージを確立

重点テーマ3
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主要な施策1  ロードサイドでの継続出店と、都市部での展開加速

  新規出店は、都市部での展開を強化。テイクアウト窓口を併設した

ロードサイド継続出店に加えて、テイクアウト専門店や住宅街にお

けるビルインモデルを模索し、100店舗超の純増

主要な施策2  リピーター増、テイクアウトなどでの需要積み上げ

 ➀CX向上によるリピート客数増加 

➁中食需要獲得による売上拡大（ワイド窓口改装など） 

➂新ブランドキャンペーンによる利用訴求 

上記3施策で、店舗当たりの売上高を5%超の引き上げ

主要な施策3  事業利益率の改善

  原価率は状況を注視しながら、価格改定・商品ミックス見直しを検

討し、影響を緩和または低減

  DX・設備導入により人件費や、水光熱費などの抑制

既存モデルの出店ポテンシャルの可視化
• 丸亀製麺アプリなどのデータとオープンデータを組み合わ

せて、店舗の商圏を可視化。既存の出店モデルについて、

カニバリを最小限に抑制した出店ポイントを特定

丸亀製麺アプリなどのデータ活用のイメージ

•都市型の立地モデルを強化

• 例えば、駅中・駅前のテイクアウト専門店舗モデルや、テイ

クアウト、イートインが半々で、駐車場台数が少なくても成

功できる出店パターンモデルの確立

テイクアウト専門店舗（綾瀬駅東口店）

22/3期 
（実績）

25/3期 
（計画）

101

出店拡大

7

4

125

店舗当たり 
売上増

利益率改善

13

主要な施策1  ロードサイドでの継続出店と、都市部での展開加速　 

丸亀製麺 事業利益  

新たな立地モデルの確立

主要な施策1  バディとタッグを組んだ急拡大　 

ローカルバディでの成功モデル
英国Marugame Udonは、有力なローカルバディと組み、立地戦略×店舗設計×マーケティングの融合で成功

一等地の旗艦店

複数の繁盛店モデルの検証

現地の視点を取り入れたデザイン

うどん初体験でも、楽しめるサービス

現地に“刺さる”話題の最大化

ファンコミュニティの形成

ロンドンのターミナル駅近くに立地する1号店

2号店
商業施設立地

3号店
オフィス立地

4号店
繁華街立地

英国の2022年における 
飲食産業の10の重要トレ 
ンドのひとつとして、丸亀
製麺上陸によるうどんの
ブーム到来が取り上げら
れた

バディとの協議を重ねて和・日本食を訴求

デジタルサイネージやガイドを活用した案内 ファンコミュニティ“Marugame Club” は 
デジタルマーケティングを駆使して、会員数
80,000人

22

25

3

70

21

主要な施策1  バディとタッグを組んだ急拡大

  丸亀以外のブランドについても、欧米アジア圏で同時展開

   中華圏をはじめとするアジア、その他有望地域において、新たな 

有力バディを発掘

主要な施策2  収益性改善と規模拡大に伴う間接費負担減

  ブランドごとに、オペレーション効率の改善、出店投資の適正化を推進

  現時点で店舗数が少ない国・地域の業態について、規模を急拡大す

ることにより、間接費の負担を軽減

主要な施策3  モデル店舗の確立、ノウハウの横展開

  海外展開を見据えたモデル店舗の確立

  フランチャイズ支援体制とパッケージの拡充

  フランチャイズの中長期的な拡大に向け、バディとともにフランチャイズ

パートナーの探索を実施

22/3期 
（実績）

25/3期 
（計画）

直営出店

直営店 
利益率改善

フランチャイズ
加速

海外事業 事業利益  

セグメント別概況
丸亀製麺
丸亀製麺は継続的な出店を軸に再成長を果たします。顧客

体験価値（CX)向上、テイクアウト強化等に加えて都市型を
中心とする新たな立地モデルを模索していきます。

（億円）

立地戦略 店舗設計 マーケティング

海外事業
海外事業セグメントは利益率の改善を図りながら、既存/
新規のローカルバディと協業した各地での複数ブランド 
同時展開、中長期的なフランチャイズ展開の加速により、 
急拡大を図ります。

（億円）
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定量目標
2028年3月期の中長期目標値およびオーガニック成長を前提とした2025年3月期を最終年とした 
3ヵ年の計画値を策定・公表しています。

2022年3月期 
実績

2025年3月期 
3ヵ年計画

22/3期→25/3期 
変化倍率

2028年3月期 
中長期目標値

22/3期→28/3期 
変化倍率

成長性 店舗数 1,720店舗 2,500店舗 1.5倍 5,760店舗 3.3倍

　丸亀製麺 832店舗 930店舗 1.1倍 1,100店舗 1.3倍

　海外 644店舗 1,200店舗 1.9倍 4,000店舗 6.2倍

　その他 244店舗 370店舗 1.5倍 660店舗 2.7倍

売上収益 1,534億円 2,200億円 1.4倍 3,000億円 2.0倍

　丸亀製麺 921億円 1,100億円 1.2倍 1,300億円 1.4倍

　海外 411億円 740億円 1.8倍 1,000億円 2.4倍

　その他 202億円 360億円 1.8倍 700億円 3.5倍

収益性 事業利益（連結） 54億円 140億円 2.6倍 360億円以上 6.6倍以上

　丸亀製麺 106億円 125億円 1.2倍
•  12%以上の事業利益率 
（調整額考慮前）

•  国内・海外とで事業利益が 
半々の水準に

　海外 14億円 70億円 3.2倍

　その他 8億円 35億円 8.8倍

　調整 -74億円 -90億円 -

事業利益率（連結） 3.5% 6.4% - 12%以上 -

営業利益
142億円
政府補助金を 
除くと14億円

120億円
0.8倍

22/3期補助金の 
影響を除くと8.7倍

約300億円
約2.1倍

22/3期補助金の 
影響を除くと21.8倍

営業利益率
9.3% 

除・補助金:0.9%
5.5% - 10%程度 -

調整後EBITDA 274億円 440億円 1.6倍 - -

EBITDAマージン 17.8% 20.0% - - -

当期利益 92億円 78億円 0.8倍 200億円以上 2.2倍以上

EPS 
（非支配持分調整後）

104円 67円 0.6倍 200円以上 1.9倍以上

効率性 ROE 17.7% 10%以上 - 12%以上 -

ROIC 3.2%

•  ROICの管理強化により資本効率性を改善しキャッシュフロー創出力の一層
の強化を図るとともに、大規模な投資等に備え一定の財務健全性と調達余
力を確保する

健全性 純有利子負債資本倍率 1.5倍

純有利子負債 
EBITDA倍率

3.3倍

主要な施策1   勝ち筋が定まった業態への集中投資により、 

100店舗超業態を複数創出、事業の柱を多様化

  コナズ珈琲、ずんどう屋をはじめ、国内でモデルが定まった業態か

ら順次、出店

  関東/関西限定の業態について全国展開を開始

主要な施策2  月商を引き上げる業態・立地モデルでの出店加速

  平均月商の高い業態を中心に店舗数の積み増しを図ることで平均

月商を引き上げ

  月商の取れるロードサイド、ビルインの立地モデルを中心に展開

主要な施策3  スケールメリットの享受と高利益率事業の展開

  出店数の増加により、現時点で小規模な業態の原価率・間接費率

の負担減を目指す

  コナズ珈琲については、物販の強化により、利益体質を強化する

22/3期 
（実績）

25/3期 
（計画）

出店拡大

店舗当たり 
売上増

利益率改善

業態ごとの展開イメージ
集中投資で国内100店舗超、売上100億円単位の事業規模を持つ業態を複数創出していく

4

2

24

35

6

平均月商 
（イメージ）

期末店舗数0 10 20 30 40 50 60 70 80 100 200

22/3期 28/3期

（店鋪）

その他 事業利益  

天ぷらまきの

天ぷらまきの

肉のヤマキ商店

肉のヤマキ商店 晩杯屋晩杯屋
豚屋とん一

豚屋とん一

コナズ珈琲

コナズ珈琲

ずんどう屋
ずんどう屋

国内その他
国内その他セグメントは、国内事業の柱を多様化すべく、 
出店攻勢により第2の「丸亀製麺」となる、国内100店舗超、
売上100億円単位の事業規模を持つ業態を創出・展開 
していきます。

（億円）

セグメント別概況
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