
　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
2022年2月 前々年2月比 2022年1月 2021年12月 2021年11月 2021年10月 2021年9月 2021年8月 2021年7月 2021年6月 2021年5月 2021年4月 2021年3月

　新店を含む全店 売上 +4.2% (△23.8%) +18.4% +10.9% +9.6% +2.3% △3.8% △3.4% +12.9% +13.6% +94.1% +105.6% △2.8%

客数 △0.7% (△30.3%) +12.9% +6.8% +3.8% △2.6% △7.1% △6.8% +7.2% +10.0% +94.4% +104.0% △7.5%

　既存店 売上 +3.6% (△23.7%) +17.6% +10.6% +9.2% +2.0% △4.1% △3.7% +12.8% +13.5% +92.3% +104.6% △2.6%

客数 △0.6% (△29.5%) +13.0% +7.3% +4.2% △2.1% △6.7% △6.6% +7.4% +10.3% +93.2% +103.6% △6.9%

　■ 主な業態の既存店伸び率

2022年2月 前々年2月比 2022年1月 2021年12月 2021年11月 2021年10月 2021年9月 2021年8月 2021年7月 2021年6月 2021年5月 2021年4月 2021年3月

　ＤＣＳ　直営店・加盟店 売上 +3.4% (△22.5%) +16.8% +10.2% +9.6% +2.7% △3.3% △3.2% +12.9% +12.3% +76.4% +89.1% △2.1%

客数 △1.1% (△29.0%) +12.1% +7.0% +4.2% △1.9% △6.2% △6.4% +7.2% +9.3% +79.7% +91.0% △6.7%

　ＥＸＣ　直営店・加盟店 売上 +5.5% (△31.8%) +23.1% +13.1% +7.1% △2.4% △8.4% △6.5% +12.7% +21.7% +469.8% +363.5% △6.7%

客数 +3.2% (△33.7%) +19.3% +9.4% +4.0% △4.3% △10.2% △7.4% +9.0% +18.2% +455.3% +341.1% △9.5%

　　■ 直営店全業態の前年対比伸び率
　■ コメント 22/2 22/2

当月DCSでは春の訪れを楽しめる#春ドトール 第1弾「桜フェア」を開催しました。季節限定のド        新店を含む全店 売上 +13.3% 既存店 売上 +7.2%
リンクやデザートに加えて、"春を愉しむコーヒー"として2018年に発売以来今年で5年目となる 客数 +8.2% 客数 +2.9%
「プレミアムローストコーヒー桜」を数量限定で発売しました。また2/1から3/31の期間中、全国
のDCS・EXCで交通系電子マネーをご利用のお客様を対象として、1会計500円(税込)以上、合
計4回ご利用いただくと、コーヒー1杯をプレゼントするキャンペーンを実施しています。

しかしながら、2月はまん延防止等重点措置が対象地域で延長された影響もあり、引き続き客 ２）新規出店状況 ３）２２年２月期 累計実績
足の減少が続いています。なお、前々年比はうるう年のため日数が異なる対比となっておりま （２０２１年３月～２０２２年２月）

す。 （２０２２年２月）

今期累計は昨年多くの店舗休業があった影響により、前年比が大きく変化しております。コロ 当月 累計 月末店舗数 ■ 全社全業態(加盟店含む)の伸び率
ナ禍が長期化している中、今期は新商品の投入に加えて「ドトール オンラインショップ」の開設 Ｄ Ｃ Ｓ 加盟店 1 16 857 累計 前々年比

や、フードデリバリーの拡大等に取り組んで参りましたが、抜本的な改善までは至っておりませ 直営店 0 8 217 　新店を含む全店 売上 +14.3% △23.6%
ん。来期も魅力ある商品の導入や、各種キャッシュレスでのキャンペーンを継続して実施し、お 小計 1 24 1,074 客数 +9.9% △29.1%
客様へのお得感や利便性を高めることで売上の回復に取り組んで参ります。 Ｅ Ｘ Ｃ 加盟店 0 0 20 　既存店 売上 +14.0% △23.4%

直営店 2 6 106 客数 +10.2% △28.1%
　■ 今月の主な施策 小計 2 6 126

新商品 そ の 他 加盟店 0 0 36 ■ 主な業態の既存店伸び率
DCS 直営店 0 4 50 累計 前々年比
24日 （　ドリンク　） マシュマロふんわり　さくらオレ　～わらび餅～（ICE） 小計 0 4 86 　ＤＣＳ　直営店・加盟店 売上 +13.1% △22.0%

（　ドリンク　） マシュマロふんわり　さくらオレ　（HOT） 合計 加盟店 1 16 913 客数 +9.4% △27.3%

（　ケーキ　） 桜のモンブラン 直営店 2 18 373 　ＥＸＣ　直営店・加盟店 売上 +20.6% △32.7%
（　 レジ前　 ） もっちり桜どら焼き 総 計 3 34 1,286 客数 +17.6% △33.7%

（　  売店 　 ） プレミアムローストコーヒー桜　粉

（　  売店 　 ） プレミアムローストコーヒー桜　ドリップカフェ
（　  売店 　 ） 桜バウムクーヘン
（　  売店 　 ） プレミアムローストコーヒー桜＆桜バウムクーヘンセット

EXC

17日 （ 焼き菓子 ） カヌレ

2022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

※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


