
　 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7月 2020年6月 2020年5月 2020年4月 2020年3月 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

　新店を含む全店 売上 △31. 1% △33.2% △63.5% △64.2% △22.5% △4.3% △1.2% +0.5% +0.2% △4.9% +7.6% +4.2%

客数 △33. 2% △35.0% △65.8% △65.5% △22.7% △5.6% △2.5% △1.2% △1.8% △6.7% +5.8% +1.4%

　既存店 売上 △31. 2% △33.0% △63.5% △64.1% △22.1% △3.8% △0.6% +0.7% +0.5% △3.8% +8.9% +5.5%

客数 △32. 9% △34.4% △65.5% △65.2% △22.0% △4.7% △1.7% △0.7% △1.2% △5.4% +7.4% +2.9%

　 ■ 主な業態の既存店伸び率

2020年7月 2020年6月 2020年5月 2020年4月 2020年3月 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

　ＤＣＳ　直営店・加盟店 売上 △29. 7% △30.7% △59.2% △60.3% △20.8% △3.5% △0.9% +0.8% +0.7% △3.4% +10.1% +6.7%

客数 △32. 0% △32.9% △62.4% △62.4% △21.1% △4.5% △1.8% △0.7% △1.2% △5.3% +8.2% +3.7%

　ＥＸＣ　直営店・加盟店 売上 △41. 1% △46.5% △89.3% △86.2% △29.3% △5.7% +0.9% +1.1% △0.0% △6.0% +3.2% △0.3%

客数 △40. 2% △45.2% △89.1% △85.6% △27.8% △6.4% △0.3% △0.1% △0.8% △6.4% +2.5% △2.1%

　 　 ■ 直営店全業態の前年対比伸び率
20/7 20/7

       新店を含む全店 売上 △35. 3% 既存店 売上 △37. 4%
客数 △36. 1% 客数 △37. 4%

　 ■ コ メ ント
当月は、DCS・EXC共に夏の暑い日にぴったりの新商品を多数導入しております。

DCSでは、すっきりとした味わいのドトールオリジナルの紅茶に、爽やかなレモネードと炭酸を合わせた「ティーレモネード

ソーダ」や、サーモンとアボカドを合わせたタルタルフィリングに、コクのあるクリームチーズソース、ぷりぷりの海老、レッド

オニオンを重ねた爽やかなミラノサンドを販売いたしました。またEXCではレモンの爽やかさと炭酸のすっきり感が合わさ

った、暑い夏にぴったりの炭酸ドリンク、「レモネードソーダ」を販売しております。 （2020年7月）

7月下旬より新型コロナウイルスの感染者が再び増加している中、店舗におきましては引き続いて感染防止策を徹底して 当月 累計 月末店舗数

取り組んでおります。当月は在宅勤務の浸透や、店舗における座席の間引き、また連休の不要不急の外出自粛の呼び Ｄ Ｃ Ｓ 加盟店 2 7 897

掛けなどの影響もあり、前月に引き続いて、前年を大きく下回る厳しい着地となりました。 直営店 1 3 194

小計 3 10 1,091
Ｅ Ｘ Ｃ 加盟店 0 0 23

　 ■ 今月の主な施策 直営店 2 3 101

新商品 小計 2 3 124

DCS ＥＸＣ そ の 他 加盟店 0 0 42

7/16 （ ドリンク ）コーヒーレモネードソーダ 7/9 （ ドリンク ）レモネードソーダ 直営店 1 4 48

7/16 （ ドリンク ）ティーレモネードソーダ 7/9 （ ドリンク ）タピオカ　フルーツティー 小計 1 4 90

7/16 （ ドリンク ）タピオカヨーグルン 7/9 （ ドリンク ）タピオカ　宇治抹茶ラテ 合計 加盟店 2 7 962

7/16 （ ドリンク ）アイスルイボスティー 7/9 （ ドリンク ）バナナとアーモンドミルクのスムージー 直営店 4 10 343

7/16 （ ドリンク ）ベジ ヨーグルト～3種の国産野菜と3種のフルーツ～ 7/9 （ ドリンク ） ピーチ＆メロンのアーモンドミルクのスムージー 総 計 6 17 1,305

7/16 （   ミラノ  ）ミラノサンドB 海老とアボカド・サーモン ～タルタル仕立て～ 7/9 （1パスタ  ）山椒と柚子胡椒香る 彩り野菜の和風パスタ

7/16 （   売店 1）フルーティーな香りのアイスコーヒー

　　.　　　　　～モカイルガチェフェ ブレンド～

2020年7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

２）新規出店状況

※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
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