
株式会社ドトールコーヒー 月次開示情報

１）チェーン店売上高 前年対比伸び率

■ 全社全業態(加盟店含む)の伸び率
2014年11月 2014年10月 2014年9月 2014年8月 2014年7月 2014年6月 2014年5月 2014年4月 2014年3月 2014年2月 2014年1月 2013年12月

新店を含む全店 売上 +1.1% +1.3% +1.6% △1.2% △0.3% △0.1% +0.0% +3.0% △3.0% △3.7% △0.9% △1.1%

客数 △5.7% △5.4% △4.1% △6.2% △4.0% △4.8% △4.4% △3.0% △3.4% △4.5% △1.2% +0.2%

既存店 売上 +0.6% +1.3% +1.9% △0.4% +0.4% +1.0% +1.0% +3.7% △2.1% △2.3% +0.5% +0.5%

客数 △6.1% △5.2% △3.7% △5.4% △3.2% △3.7% △3.4% △2.3% △2.6% △3.2% +0.2% +1.8%
※売上高（税抜）の伸び率 新店を含む全店＝-1.7％ 既存店＝-2.2％

■ 主な業態の既存店伸び率

2014年11月 2014年10月 2014年9月 2014年8月 2014年7月 2014年6月 2014年5月 2014年4月 2014年3月 2014年2月 2014年1月 2013年12月

ＤＣＳ 直営店・加盟店 売上 +0.9% +1.6% +1.7% △0.6% +0.1% +0.6% +0.6% +3.7% △2.0% △2.2% +0.6% +0.6%

客数 △5.9% △5.1% △3.7% △5.2% △2.9% △3.7% △3.3% △2.1% △2.4% △3.1% +0.4% +2.3%

ＥＸＣ 直営店・加盟店 売上 +0.9% +0.1% +3.1% +1.0% +2.1% +3.6% +3.2% +3.6% △2.8% △2.7% +0.1% +0.3%

客数 △6.6% △5.6% △3.6% △6.0% △4.8% △3.6% △4.2% △3.8% △3.8% △3.9% △0.9% △1.4%
※売上高（税抜）の伸び率 DCS直営店・加盟店＝-1.9％ EXC直営店・加盟店＝-3.7％

■ コメント ■ 直営店全業態の前年対比伸び率
ＤＣＳにおいては、ウインターギフトの販売やクリスマスミルクレー 14/11 14/11
プの予約受付を開始するとともに、新作モーニング、カルツォーネ 新店を含む全店 売上 +4.0% 既存店 売上 △0.3%
やツナチェダーなどホットサンドカテゴリを戦略的に充実、さらに 客数 △2.2% 客数 △6.6%
11/27より「ドトールウィンターキャンペーン2014」をスタートするな ※売上高（税抜）の伸び率 新店を含む全店＝1.1％ 既存店＝-3.1％

ど、本格的な冬に向け始動しております。

また贅沢ミラノサンド炭焼きローストビーフ､モカジャバ､ルーフ ２）新規出店状況 ３）１５年２月期 第３四半期 累計実績
チョコレートなど期間限定商品を積極的に導入しお客様からご好 （２０１４年３月～２０１４年１１月） （２０１４年３月～２０１４年１１月）
評をいただいております。ＥＸＣにおいても、あつあつのパニーニ２ 当月 累計 月末店舗数 ■ 全社全業態(加盟店含む)の伸び率
品、スパイシーショコラなど導入しました。しかしながら当月は最終 Ｄ Ｃ Ｓ 加盟店 3 16 933 累計
週、強い雨を伴う降雨日が多かったことが客足に影響し、客数が 直営店 3 17 170 新店を含む全店 売上 +0.2%
前年を下回る結果となりました。 Ｅ Ｘ Ｃ 加盟店 0 0 31 客数 △4.5%

直営店 0 2 104 既存店 売上 +0.8%
■ 今月の主な施策 Ｍ Ａ Ｕ 加盟店 0 0 0 客数 △4.0%
11/1 DCS ウインターギフト、クリスマスミルクレープ（予約受付開始） 直営店 0 0 7 ■ 主な業態の既存店伸び率
11/6 DCS モーニングＢセット あつあつハムチーズ そ の 他 加盟店 0 0 70 累計
11/6 EXC ピッツァ・アボルト3種（バジルツナ、ベーコンチーズ、 直営店 0 0 44 売上 +0.7%

ボロネーゼ）、ザッハトルテ 合 計 加盟店 3 16 1,034 客数 △3.8%
11/27 DCＳ 贅沢ミラノサンド 炭焼きローストビーフ～特製バルサミコ 直営店 3 19 325 売上 +1.6%

ソース～、ルーフチョコレート、モカジャバ 総 計 6 35 1,359 客数 △4.5%
11/27 EXC パニーニ ローストビーフ＆バルサミコソース､ ※売上高（税抜）の伸び率

ポークのトマト煮込み、スパイシーショコラ 新店を含む全店＝-2.2％ 既存店＝-1.7％
新商品
11/3 DOUTOR ふんわりラテ
11/10 DOUTOR 豆薫るカフェラテ スマトラ・トバコ
11/17 DOUTOR スイートポテトラテ

DCS直営店・加盟店＝-1.8％ EXC直営店・加盟店＝-0.9％

2014年11月

ＤＣＳ 直営店・加盟店

ＥＸＣ 直営店・加盟店

※ＤＣＳ＝ドトールコーヒーショップ ＥＸＣ＝エクセルシオール カ
フェ MAU＝マウカメドウズ


