
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
2015年2月 2015年1月 2014年12月 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

新店を含む全店 売上 +6.4% +3.1% +2.6% +1.1% +1.3% +1.6% △1.2% △0.3% △0.1% +0.0% +3.0% △3.0%

客数 △0.6% △4.9% △4.3% △5.7% △5.4% △4.1% △6.2% △4.0% △4.8% △4.4% △3.0% △3.4%

既存店 売上 +5.0% +2.3% +2.0% +0.6% +1.3% +1.9% △0.4% +0.4% +1.0% +1.0% +3.7% △2.1%

客数 △1.8% △5.5% △4.7% △6.1% △5.2% △3.7% △5.4% △3.2% △3.7% △3.4% △2.3% △2.6%
※売上高（税抜）の伸び率 新店を含む全店＝3.4％ 既存店＝2.1％

■ 主な業態の既存店伸び率

2015年2月 2015年1月 2014年12月 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

ＤＣＳ 直営店・加盟店 売上 +4.9% +2.5% +2.2% +0.9% +1.6% +1.7% △0.6% +0.1% +0.6% +0.6% +3.7% △2.0%

客数 △1.9% △5.6% △4.8% △5.9% △5.1% △3.7% △5.2% △2.9% △3.7% △3.3% △2.1% △2.4%

ＥＸＣ 直営店・加盟店 売上 +5.1% +1.9% +1.5% △0.9% +0.1% +3.1% +1.0% +2.1% +3.6% +3.2% +3.6% △2.8%

客数 △0.7% △4.1% △4.1% △6.6% △5.6% △3.6% △6.0% △4.8% △3.6% △4.2% △3.8% △3.8%
※売上高（税抜）の伸び率 DCS直営店・加盟店＝2.0％ EXC直営店・加盟店＝2.2％

■ コメント ■ 直営店全業態の前年対比伸び率
15/2 15/2

新店を含む全店 売上 +12.5% 既存店 売上 +5.0%
客数 +5.8% 客数 △1.6%

※売上高（税抜）の伸び率 新店を含む全店＝9.3％ 既存店＝2.1％

２）新規出店状況 ３）１５年２月期 累計実績
（２０１４年３月～２０１５年２月） （２０１４年３月～２０１５年２月）

当月 累計 月末店舗数 ■ 全社全業態(加盟店含む)の伸び率
Ｄ Ｃ Ｓ 加盟店 3 22 933 累計

直営店 3 24 175 新店を含む全店 売上 +1.1%
■ 今月の主な施策 Ｅ Ｘ Ｃ 加盟店 0 0 29 客数 △4.3%
2/1 DCS（売店）The DOUTOR SPECIAL バリ アラビカ デワタ 直営店 0 3 104 既存店 売上 +1.3%
2/12 DCS ２層のチーズケーキ Ｍ Ａ Ｕ 加盟店 0 0 0 客数 △4.0%
2/26 DCS バニラ・ラテ ～ココナッツクリーム～ 直営店 0 0 7 ■ 主な業態の既存店伸び率

マンゴーパッションヨーグルト、いちごのミルクレープ そ の 他 加盟店 0 0 70 累計
ミラノサンドＣ やわらかチキンと半熟タマゴ 直営店 0 0 41 売上 +1.2%
モーニングＢ ポテトサラダとリオナソーセージ 合 計 加盟店 3 22 1,032 客数 △4.0%

2/26 EXC 春のホワイトショコラ抹茶ラテ、バナナタルト 直営店 3 27 327 売上 +1.9%
（パニーニ）チャバッタ 小エビ＆ブロッコリー ～ｶﾞｰﾘｯｸｵｲﾙ～ 総 計 6 49 1,359 客数 △4.2%
（パニーニ）フォカッチャ サーモン＆バジルポテトサラダ ※売上高（税抜）の伸び率

新商品 新店を含む全店＝-1.4％ 既存店＝-1.3％
2/9 DOUTORクリーミーココア（チルド） DCS直営店・加盟店＝-1.3％ EXC直営店・加盟店＝-0.7％

2015年2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

ＤＣＳにおいては、当月、売店にて個性豊かなコーヒーをお届け
し毎回ご好評いただいているＴｈｅ Doutor Special バリ アラビカ
デワタをはじめ、春をイメージしたスイーツやドリンク、新作ミラノ
などを発売致しました。ＥＸＣにおいても、具材を厳選したパニー
ニ2種、華やぎのあるホワイトショコラ抹茶ラテなどを積極的に導
入致しております。
店頭でのアピールに注力したことが功奏、前年に比べ穏やかな
天候もあり、アイスドリンクを中心とした売上が伸長し、既存店売
上は、DCS・EXCともに前年を上回わる結果となりました。


