
　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5月 前々年5月比 2021年4月 2021年3月 2021年2月 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

　新店を含む全店 売上 +94.1% (△29.2%) +105.6% △2.8% △26.8% △31.7% △23.0% △24.0% △20.4% △27.9% △30.5% △31.1% △33.2%

客数 +94.4% (△33.6%) +104.0% △7.5% △29.8% △35.2% △27.7% △26.8% △22.5% △29.4% △32.1% △33.2% △35.0%

　既存店 売上 +92.3% (△28.9%) +104.6% △2.6% △26.5% △31.6% △22.8% △23.8% △20.4% △28.2% △30.7% △31.2% △33.0%

客数 +93.2% (△32.8%) +103.6% △6.9% △29.3% △34.7% △27.2% △26.2% △22.1% △29.3% △31.9% △32.9% △34.4%

　■ 主な業態の既存店伸び率

2021年5月 前々年5月比 2021年4月 2021年3月 2021年2月 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

　ＤＣＳ　直営店・加盟店 売上 +76.4% (△27.3%) +89.1% △2.1% △25.2% △29.7% △21.5% △22.8% △19.7% △27.8% △30.1% △29.7% △30.7%

客数 +79.7% (△31.9%) +91.0% △6.7% △28.4% △33.6% △26.6% △25.7% △21.7% △29.1% △31.4% △32.0% △32.9%

　ＥＸＣ　直営店・加盟店 売上 +469.8% (△38.9%) +363.5% △6.7% △35.3% △43.0% △31.7% △30.8% △25.9% △32.8% △36.0% △41.1% △46.5%

客数 +455.3% (△39.6%) +341.1% △9.5% △35.7% △42.8% △31.7% △30.1% △25.5% △31.7% △36.2% △40.2% △45.2%

　　■ 直営店全業態の前年対比伸び率
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　■ コメント        新店を含む全店 売上 +443.1% 既存店 売上 +403.1%
当月DCSでは、数量限定のコーヒー豆とリキッドアイスコーヒー「フルーティーなアイスコーヒー」 客数 +498.5% 客数 +454.8%
を発売しました。いつものアイスコーヒーとは違う、華やかでフルーティーな味わいをご家庭でも
お楽しみ頂けます。リキッド商品を3本ご購入のお客様には、日常のサブバックとしてご利用頂
けるオリジナル麻袋風デザインバックを１つプレゼントするほか、老舗耐熱ガラスメーカーHARIO
の「コールドブリューボトル」とコーヒー豆のオリジナルセットを店舗限定・数量限定で発売し、 ２）新規出店状況 ３）２２年２月期 累計実績
売店におけるテイクアウト商品を訴求致しました。なお、公式通販サイト「ドトール　オンライン （２０２1年３月～２０２1年５月）

ショップ」でも「フルーティーなアイスコーヒー」の取り扱いを開始しております。 （２０２１年5月）

また、5月は4月同様昨年同月に多くの店舗が休業であったことから前年比が大きく変化して 当月 累計 月末店舗数 ■ 全社全業態(加盟店含む)の伸び率
おります。 Ｄ Ｃ Ｓ 加盟店 1 5 870 累計 前々年比

第1Qは緊急事態宣言及びまん延防止法重点措置の影響により、対象地域では自治体の要請 直営店 1 2 210 　新店を含む全店 売上 +46.0% （△26.7%）

に従いながら営業致しました。ご利用頂くお客様におかれましては、引き続き感染予防対策へ 小計 2 7 1,080 客数 +41.9% （△30.5%）

のご理解とご協力を宜しくお願い申し上げます。 Ｅ Ｘ Ｃ 加盟店 0 0 21 　既存店 売上 +45.7% （△26.3%）

直営店 0 1 102 客数 +42.1% （△29.6%）

　■ 今月の主な施策 小計 0 1 123
新商品 そ の 他 加盟店 0 0 38 ■ 主な業態の既存店伸び率
DCS 直営店 1 1 48 累計 前々年比

5/28 （　　売店　　） フルーティーなアイスコーヒー（200ｇ豆） 小計 1 1 86 　ＤＣＳ　直営店・加盟店 売上 +40.2% （△24.7%）

5/28 （　　売店　　） フルーティーなアイスコーヒー（リキッド1000ml） 合計 加盟店 1 5 929 客数 +37.8% （△28.6%）

5/28 （　　売店　　） コールドブリューボトルセット<店舗限定> 直営店 2 4 360 　ＥＸＣ　直営店・加盟店 売上 +99.1% （△36.2%）

5/28 （　　売店　　） リキッド3本購入でオリジナル麻袋風デザインバッグプレゼント 総 計 3 9 1,289 客数 +92.3% （△36.7%）

卸売
5/1 （　お菓子　） DOUTORティラミス

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5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


