
　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
2020年2月 2020年1月 2019年12月 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

　新店を含む全店 売上 △4.3% △1.2% +0.5% +0.2% △4.9% +7.6% +4.2% △1.5% △2.3% △2.1% △0.6% △2.0%

客数 △5.6% △2.5% △1.2% △1.8% △6.7% +5.8% +1.4% △2.2% △3.3% △3.1% △1.7% △2.3%

　既存店 売上 △3.8% △0.6% +0.7% +0.5% △3.8% +8.9% +5.5% △0.2% △1.4% △1.2% +0.1% △1.5%

客数 △4.7% △1.7% △0.7% △1.2% △5.4% +7.4% +2.9% △0.8% △2.2% △1.9% △0.8% △1.5%

　■ 主な業態の既存店伸び率

2020年2月 2020年1月 2019年12月 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

　ＤＣＳ　直営店・加盟店 売上 △3.5% △0.9% +0.8% +0.7% △3.4% +10.1% +6.7% +0.1% △1.2% △1.0% +0.4% △1.3%

客数 △4.5% △1.8% △0.7% △1.2% △5.3% +8.2% +3.7% △0.5% △2.1% △1.8% △0.7% △1.4%

　ＥＸＣ　直営店・加盟店 売上 △5.7% +0.9% +1.1% △0.0% △6.0% +3.2% △0.3% △1.5% △2.0% △1.6% △0.5% △1.8%

客数 △6.4% △0.3% △0.1% △0.8% △6.4% +2.5% △2.1% △2.5% △2.7% △2.5% △0.8% △1.3%

　　■ 直営店全業態の前年対比伸び率
　■ コメント 20/2 20/2

当月は前年に比べて比較的気温の高い日が続き、DCS・EXC共にアイスドリンクの        新店を含む全店 売上 △5.5% 既存店 売上 △5.8%
需要が増加致しました。本年は閏年のため、2月稼働日数が1日増加致しましたが 客数 △7.2% 客数 △6.9%
健康増進法に伴う、完全分煙化に向けた店舗改装により、一時休業する店舗も

ございました。また日を追うごとに、新型コロナウイルスの影響が顕著に現れ、一時

休業や営業時間を短縮する店舗もあり、結果として前年を下回る実績となりました。 ２）新規出店状況 ３）２０年２月期 累計実績
（２０１９年３月～２０２０年２月）

今期は「ドトール バリューカード」専用アプリの導入や、タピオカドリンクの販売など

ドトールコーヒーの認知度を高める施策を進めてまいりました。 当月 累計 月末店舗数 ■ 全社全業態(加盟店含む)の伸び率
10月以降は消費増税や、台風による休業、新型コロナウイルスによる営業時間の Ｄ Ｃ Ｓ 加盟店 2 22 912 累計
短縮などもございましたが、既存店売上では前年を上回る着地となりました。 直営店 1 2 188 　新店を含む全店 売上 △0.5%

小計 3 24 1,100 客数 △1.9%
　■ 今月の主な施策 Ｅ Ｘ Ｃ 加盟店 0 1 23 　既存店 売上 +0.3%

新商品 直営店 0 2 100 客数 △0.9%
ＤＣＳ 小計 0 3 123
2/13 （   フード   ）　カルツォーネＡ ジューシーチキンと京都産九条ねぎ そ の 他 加盟店 0 0 42 ■ 主な業態の既存店伸び率
2/13 （   フード   ）　カルツォーネＢ ドイツ産ソーセージと彩り野菜 直営店 0 3 46 累計
2/28 （　 売店　  ）  プレミアムローストコーヒー 2020 桜 （コーヒー粉／ドリップカフェ） 小計 0 3 88 売上 +0.6%

卸売 合計 加盟店 2 23 977 客数 △0.7%
2/1 （   チルド   ）  DOUTOR 微糖 200ｍｌ 直営店 1 7 334 売上 △1.3%
2/1 （   お菓子  ）　DOUTOR なめらかカフェゼリーパフェ 総 計 3 30 1,311 客数 △2.0%
2/1 （   お菓子  ）　DOUTOR とろけるコーヒーティラミス

2/1 （   お菓子  ）　DOUTOR しっとり濃厚ブラウニー

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

2020年2月

※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

　ＤＣＳ　直営店・加盟店

　ＥＸＣ　直営店・加盟店

（2020年2月）


