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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8月 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

　新店を含む全店 売上 △30. 5% △31.1% △33.2% △63.5% △64.2% △22.5% △4.3% △1.2% +0.5% +0.2% △4.9% +7.6%

客数 △32. 1% △33.2% △35.0% △65.8% △65.5% △22.7% △5.6% △2.5% △1.2% △1.8% △6.7% +5.8%

　既存店 売上 △30. 7% △31.2% △33.0% △63.5% △64.1% △22.1% △3.8% △0.6% +0.7% +0.5% △3.8% +8.9%

客数 △31. 9% △32.9% △34.4% △65.5% △65.2% △22.0% △4.7% △1.7% △0.7% △1.2% △5.4% +7.4%

　 ■ 主な業態の既存店伸び率

2020年8月 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

　ＤＣＳ　直営店・加盟店 売上 △30. 1% △29.7% △30.7% △59.2% △60.3% △20.8% △3.5% △0.9% +0.8% +0.7% △3.4% +10.1%

客数 △31. 4% △32.0% △32.9% △62.4% △62.4% △21.1% △4.5% △1.8% △0.7% △1.2% △5.3% +8.2%

　ＥＸＣ　直営店・加盟店 売上 △36. 0% △41.1% △46.5% △89.3% △86.2% △29.3% △5.7% +0.9% +1.1% △0.0% △6.0% +3.2%

客数 △36. 2% △40.2% △45.2% △89.1% △85.6% △27.8% △6.4% △0.3% △0.1% △0.8% △6.4% +2.5%

　 　 ■ 直営店全業態の前年対比伸び率
20/8 20/8

　 ■ コ メ ント        新店を含む全店 売上 △32. 2% 既存店 売上 △34. 9%
新型コロナウイルスの感染拡大が継続する中、当月も引き続き、店舗に 客数 △32. 9% 客数 △35. 0%
おける感染拡大防止策を徹底して行っております。
5/25に緊急事態宣言が全面解除されて3ヶ月が経過し、ショッピングセン

ターや商店街立地などの店舗では、前年比が回復しつつありますが、在
宅勤務の増加に伴い、駅構内の店舗やオフィス立地の店舗は回復に時
間を要しております。また店舗における客席の間引きや、営業時間短縮 （２０２０年３月～２０２０年８月）

などの影響もあり、当月実績は前月からは改善傾向にあるものの前年を （２０２０年８月）

大きく下回る結果となりました。 当月 累計 月末店舗数 ■ 全社全業態(加盟店含む)の伸び率
Ｄ Ｃ Ｓ 加盟店 1 8 896 累計

第2Qは緊急事態宣言全面解除に伴い、5/27より順次営業を再開致しま 直営店 3 6 198 　新店を含む全店 売上 △40. 5%
したが、依然として新型コロナウイルスの感染が収束しない中、在宅勤務 小計 4 14 1,094 客数 △42. 1%
が浸透したことや、ソーシャルディスタンス維持の為客席を間引いた影響 Ｅ Ｘ Ｃ 加盟店 0 0 23 　既存店 売上 △40. 4%
もあり、売上・客数ともに、前年を大きく下回る厳しい着地となりました。 直営店 0 3 101 客数 △41. 7%

小計 0 3 124
そ の 他 加盟店 0 0 42 ■ 主な業態の既存店伸び率

直営店 1 5 49 累計
　 ■ 今月の主な施策 小計 1 5 91 売上 △38. 1%

新商品 合計 加盟店 1 8 961 客数 △40. 1%
卸売 直営店 4 14 348 売上 △54. 5%

8/4 (iiiiチルド  )  DOUTORレモネード珈琲 総 計 5 22 1,309 客数 △53. 8%

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 ３）２１年２月期 累計実績

※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
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