
　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
2019年11月 2019年10月 2019年9月 2019年8月 2019年7月 2019年6月 2019年5月 2019年4月 2019年3月 2019年2月 2019年1月 2018年12月

　新店を含む全店 売上 +0.2% △4.9% +7.6% +4.2% △1.5% △2.3% △2.1% △0.6% △2.0% △0.9% △2.4% △3.6%

客数 △1.8% △6.7% +5.8% +1.4% △2.2% △3.3% △3.1% △1.7% △2.3% △1.4% △2.5% △3.7%

　既存店 売上 +0.5% △3.8% +8.9% +5.5% △0.2% △1.4% △1.2% +0.1% △1.5% △0.8% △2.6% △3.7%

客数 △1.2% △5.4% +7.4% +2.9% △0.8% △2.2% △1.9% △0.8% △1.5% △0.8% △2.2% △3.3%

　■ 主な業態の既存店伸び率

2019年11月 2019年10月 2019年9月 2019年8月 2019年7月 2019年6月 2019年5月 2019年4月 2019年3月 2019年2月 2019年1月 2018年12月

　ＤＣＳ　直営店・加盟店 売上 +0.7% △3.4% +10.1% +6.7% +0.1% △1.2% △1.0% +0.4% △1.3% △0.6% △2.5% △3.5%

客数 △1.2% △5.3% +8.2% +3.7% △0.5% △2.1% △1.8% △0.7% △1.4% △0.9% △2.2% △3.2%

　ＥＸＣ　直営店・加盟店 売上 △0.0% △6.0% +3.2% △0.3% △1.5% △2.0% △1.6% △0.5% △1.8% △0.4% △2.3% △3.3%

客数 △0.8% △6.4% +2.5% △2.1% △2.5% △2.7% △2.5% △0.8% △1.3% +0.6% △1.3% △3.4%

　　■ 直営店全業態の前年対比伸び率
　■ コメント 19/11 19/11

当月ＤＣＳでは、タピオカドリンクに「温タピオカ」が新たに加わり、ミラノサンドや朝カフェ        新店を含む全店 売上 +1.5% 既存店 売上 △0.4%
セットのフード商品でも寒い季節にぴったりの商品展開を行っております。 客数 △0.1% 客数 △1.7%
またＥＸＣではパニーニやパスタなど新商品を販売、こちらもご好評いただいております。
結果、売上ではＥＸＣが前年並、ＤＣＳは前年を上回る着地となりました。

第３Ｑ累計は、第２Ｑまでと同様にＤＣＳの実績が影響し、既存店の売上伸び率は前年
を上回り、客数も徐々に回復する結果となりました。 ２）新規出店状況 ３）２０年２月期 累計実績

（２０１９年３月～２０１９年１１月） （２０１９年３月～２０１９年１１月）

　■ 今月の主な施策
新商品 当月 累計 月末店舗数 ■ 全社全業態(加盟店含む)の伸び率
ＤＣＳ Ｄ Ｃ Ｓ 加盟店 1 17 917 累計
11/14 （  ドリンク  ）　温タピオカ（黒糖ミルク／ロイヤルミルクティー／黒糖ラテ） 直営店 0 1 189 　新店を含む全店 売上 △0.2%
11/14 （  ドリンク  ）　タピオカ　～黒糖ラテ～ 小計 1 18 1,106 客数 △1.6%
11/14 （  ドリンク  ）　沖縄黒糖ラテ Ｅ Ｘ Ｃ 加盟店 0 1 23 　既存店 売上 +0.7%
11/14 （   フード   ）　贅沢ミラノサンド 炭焼きローストビーフ～赤ワインソース～ 直営店 0 2 100 客数 △0.4%
11/14 （   フード   ）　朝カフェ・セットＢ ３種のチーズとベーコン・エッグ 小計 0 3 123
11/14 （　 売店　  ）  プレミアム マイルドブレンド（コーヒー豆／ドリップカフェ） そ の 他 加盟店 0 0 44 ■ 主な業態の既存店伸び率
ＥＸＣ 直営店 1 3 46 累計
11/14 （  ドリンク  ）　フランボワーズカフェモカ 小計 1 3 90 売上 +1.2%
11/14 （   フード   ）　パニーニ　ハーブチキン＆5種のチーズ 合計 加盟店 1 18 984 客数 △0.2%
11/14 （   フード   ）　パスタ　クリーミーボロネーゼ 直営店 1 6 335 売上 △1.3%
11/14 （ デザート1）  ごろっとりんごのアップルパイ 総 計 2 24 1,319 客数 △1.9%
卸売

11/19 （   チルド   ）　ジャスミンチーズミルクティー

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

　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
   その他＝マウカメドウズを含むその他のカフェ業態

2019年11月


