
　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5月 2022年4月 2022年3月 2022年2月 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

　新店を含む全店 売上 +21.3% +9.1% +6.2% +4.2% +18.4% +10.9% +9.6% +2.3% △3.8% △3.4% +12.9% +13.6%

客数 +16.3% +4.7% +0.7% △0.7% +12.9% +6.8% +3.8% △2.6% △7.1% △6.8% +7.2% +10.0%

　既存店 売上 +19.5% +8.2% +5.8% +3.6% +17.6% +10.6% +9.2% +2.0% △4.1% △3.7% +12.8% +13.5%

客数 +15.5% +4.7% +1.0% △0.6% +13.0% +7.3% +4.2% △2.1% △6.7% △6.6% +7.4% +10.3%

　■ 主な業態の既存店伸び率

2022年5月 2022年4月 2022年3月 2022年2月 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

　ＤＣＳ　直営店・加盟店 売上 +18.5% +7.4% +5.6% +3.4% +16.8% +10.2% +9.6% +2.7% △3.3% △3.2% +12.9% +12.3%

客数 +14.7% +4.0% +0.6% △1.1% +12.1% +7.0% +4.2% △1.9% △6.2% △6.4% +7.2% +9.3%

　ＥＸＣ　直営店・加盟店 売上 +26.3% +12.2% +6.5% +5.5% +23.1% +13.1% +7.1% △2.4% △8.4% △6.5% +12.7% +21.7%

客数 +21.9% +9.6% +4.2% +3.2% +19.3% +9.4% +4.0% △4.3% △10.2% △7.4% +9.0% +18.2%

　■ コメント 　　■ 直営店全業態の前年対比伸び率
当月DCSでは爽やかなフローズンドリンク「ヨーグルン」の新フレーバー「マスカットヨーグル 22/5 22/5
ン 長野県産シャインマスカット」や、軽食におすすめの「カルツォーネ」に加え、野菜たっぷ        新店を含む全店 売上 +34.6% 既存店 売上 +26.2%
りのさっぱりとしたモーニング・セットBを新たに発売しました。またEXCでは甘じょっぱさが 客数 +28.5% 客数 +21.1%
クセになる、エスプレッソを使用した新作フローズンドリンク「カフェ・塩キャラメル」を発売し
ました。昨年同月は各自治体の要請に従い時短営業を行いましたが、今年は規制が解除
されたことから前年比が大きく上昇しております。

２）新規出店状況 ３）２３年２月期 累計実績
第１Q累計では、まん延防止等重点措置の解除以降に客足が徐々に戻り、売上は回復傾 （２０２２年３月～２０２２年５月）

向となっております。今期は引き続き季節に応じた魅力ある商品の導入や、各種キャッシュ
レス決済を活用したキャンペーン等の施策を展開し、売上の回復に取り組んで参ります。 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 5 843 累計
　■ 今月の主な施策 直営店 3 4 229 　新店を含む全店 売上 +12.0%

新商品 小計 4 9 1,072 客数 +7.0%
DCS Ｅ Ｘ Ｃ 加盟店 0 0 20 　既存店 売上 +11.0%
5/19 （　ドリンク　） マスカットヨーグルン 長野県産シャインマスカット 直営店 0 1 104 客数 +6.9%

(　 フード 　) カルツォーネ エビとほうれん草のクリーミーグラタン 小計 0 1 124
(モーニング) モーニング・セットB スモークチキンと野菜～和風マヨソース～ そ の 他 加盟店 0 0 35 ■ 主な業態の既存店伸び率

EXC 直営店 1 2 49 累計
5/26 （　ドリンク　） カフェ・塩キャラメル 小計 1 2 84 売上 +10.3%
卸売 合計 加盟店 1 5 898 客数 +6.2%
5/24 （　 チルド 　） ドトール うまいカフェオ・レ 直営店 4 7 382 売上 +14.6%
5/26 （レギュラー） ドトール ドリップパック まろやかブレンド 105P 総 計 5 12 1,280 客数 +11.6%

（レギュラー） ドトール ドリップパック 深煎りブレンド 105P
（レギュラー） ドトール ドリップコーヒー ハワイコナブレンド 27P
（レギュラー） ドトール ドリップコーヒー ブルーマウンテンブレンド 24P
（レギュラー） ドトール ドリップコーヒー まろやかな味わいオリジナルブレンド 60P
（レギュラー） ドトール ドリップコーヒー 深いコククラシックブレンド 60P

2022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

（２０２２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＝その他のカフェ業態

　ＤＣＳ　直営店・加盟店

　ＥＸＣ　直営店・加盟店


