
　 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
2021年1月 2020年12月 2020年11月 2020年10月 2020年9月 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

　新店を含む全店 売上 △31. 7% △23.0% △24.0% △20.4% △27.9% △30.5% △31.1% △33.2% △63.5% △64.2% △22.5% △4.3%

客数 △35. 2% △27.7% △26.8% △22.5% △29.4% △32.1% △33.2% △35.0% △65.8% △65.5% △22.7% △5.6%

　既存店 売上 △31. 6% △22.8% △23.8% △20.4% △28.2% △30.7% △31.2% △33.0% △63.5% △64.1% △22.1% △3.8%

客数 △34. 7% △27.2% △26.2% △22.1% △29.3% △31.9% △32.9% △34.4% △65.5% △65.2% △22.0% △4.7%

　 ■ 主な業態の既存店伸び率

2021年1月 2020年12月 2020年11月 2020年10月 2020年9月 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

　ＤＣＳ　直営店・加盟店 売上 △29. 7% △21.5% △22.8% △19.7% △27.8% △30.1% △29.7% △30.7% △59.2% △60.3% △20.8% △3.5%

客数 △33. 6% △26.6% △25.7% △21.7% △29.1% △31.4% △32.0% △32.9% △62.4% △62.4% △21.1% △4.5%

　ＥＸＣ　直営店・加盟店 売上 △43. 0% △31.7% △30.8% △25.9% △32.8% △36.0% △41.1% △46.5% △89.3% △86.2% △29.3% △5.7%

客数 △42. 8% △31.7% △30.1% △25.5% △31.7% △36.2% △40.2% △45.2% △89.1% △85.6% △27.8% △6.4%

　 　 ■ 直営店全業態の前年対比伸び率
21/1 21/1

       新店を含む全店 売上 △35. 6% 既存店 売上 △38. 6%
客数 △36. 6% 客数 △39. 4%

　 ■ コ メ ント
当月はDCSにおいて、2021年最初の新作ミラノサンド「ミラノサンド 煮込みビーフとカマンベールチーズ ～赤ワイン仕立て～」を1/14より
販売し、 ご好評いただいております。 また1/21より「ドトール・ショコラフェア」を開催し、冬におすすめのチョコレートを使用したドリンクや
スイーツを冬限定メニューとして販売しております。

1/7に政府より発出された緊急事態宣言再発令、 ならびに1/13の宣言対象区域の10都府県への拡大に伴い、 対象地域における店舗の

営業時間短縮及び、一部店舗の土日休業を実施致しました。5月の緊急事態宣言解除以降は、売上の回復幅は小さいながらも緩やかな （２０２１年１月）

回復傾向を示していた中で、宣言の再発令により、外出自粛や在宅勤務の徹底要請が影響し、当月実績は非常に厳しい着地となりました。 当月 累計 月末店舗数

また2/2に緊急事態宣言の期間延長が発出され、当面の間は営業時間の短縮を継続致します。なお店舗においては、お客様と従業員の Ｄ Ｃ Ｓ 加盟店 0 14 882
安心を第一に考え、手洗い・アルコール消毒の徹底や出勤前の検温の徹底、マスクの着用など感染防止策を実施しております。 直営店 1 10 203

ご利用のお客様には大変ご不便をお掛け致しますが、ご理解賜りますよう何卒お願い申し上げます。 小計 1 24 1,085
Ｅ Ｘ Ｃ 加盟店 0 0 23

　 ■ 今月の主な施策 直営店 0 3 100

新商品 小計 0 3 123

DCS EXC そ の 他 加盟店 0 0 39
1/14 （iiiiiミラノiii）ミラノサンド 1/14 （サンドイッチ）照り焼きチキン＆たまごサンド 直営店 0 5 49

              i 煮込みビーフとカマンベールチーズ ～赤ワイン仕立て～ 1/21 （サンドイッチ）ローストチキン＆たまごサンド 小計 0 5 88

1/21 （ ドリンクii）ダブルナッツ ショコラ ～アーモンド＆ヘーゼルナッツ～ 卸売 合計 加盟店 0 14 944

1/21 （ ドリンクii）ダブルナッツ ショコラモカ ～アーモンド＆ヘーゼルナッツ～ 1/25 （    チルド    ）EXCELSIOR CAFFE ビターキャラメルラテ 直営店 1 18 352

1/21 （iiiケーキii）ショコラムース 総 計 1 32 1,296

1/21 （iiiケーキii）ショコラのワッフルケーキ

1/29 （  i売店iiiii）カフェインレスコーヒー　ドリップカフェ

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

2021年1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

２）新規出店状況
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