
　 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
2017年6月 2017年5月 2017年4月 2017年3月 2017年2月 2017年1月 2016年12月 2016年11月 2016年10月 2016年9月 2016年8月 2016年7月

　新店を含む全店 売上 +1. 5% +2.8% +2.9% +2.5% △0.1% +1.3% +1.6% +1.1% △0.6% +2.3% +1.0% +0.4%

客数 +0. 8% +2.0% +1.9% +1.5% △0.7% +0.9% +0.9% +1.2% +0.0% +3.0% +0.8% △0.6%

　既存店 売上 +1. 3% +2.3% +2.2% +1.8% △0.8% +0.5% +1.1% +1.0% △0.6% +2.1% +0.7% +0.3%

客数 +0. 7% +1.7% +1.4% +1.2% △1.2% +0.3% +0.7% +1.4% +0.2% +2.9% +0.7% △0.5%

　 　 ■ 主な業態の既存店伸び率

2017年6月 2017年5月 2017年4月 2017年3月 2017年2月 2017年1月 2016年12月 2016年11月 2016年10月 2016年9月 2016年8月 2016年7月

　ＤＣＳ　直営店・加盟店 売上 +0. 9% +1.8% +2.0% +1.7% △1.1% +0.3% +1.1% +0.4% △1.1% +2.3% +0.7% +0.0%

客数 +0. 6% +1.5% +1.6% +1.4% △1.0% +0.6% +1.1% +1.6% +0.6% +3.6% +1.2% △0.2%

　ＥＸＣ　直営店・加盟店 売上 +3. 4% +5.3% +3.2% +2.7% +1.1% +1.7% +1.6% +4.6% +1.8% +0.8% +1.3% +2.2%

客数 +1. 4% +3.0% +0.0% △0.5% △2.3% △2.0% △2.2% +0.7% △2.6% △2.2% △3.0% △2.7%

　 　 ■ 直営店全業態の前年対比伸び率
17/06 17/06

       新店を含む全店 売上 +2. 3% 既存店 売上 +3. 2%

客数 +1. 3% 客数 +2. 1%
　 　 ■ コ メ ント

DCSでは、毎月1日に「ドトールバリューカード」へのチャージで、ポイントがもらえるキャンペーンを展開。期間中はお得感

からカードへのチャージ金額が先月と比較して2.5倍ほど上昇、期間終了後も先月とほぼ同水準で推移しています。結果 ２ ） 新規出店状況
として、カード利用率・来店頻度の増加につながりました。EXCでは、新商品を多数導入、パニーニやパスタ、ケーキ等の

バリエーションを増やすことでフード商品の充実を図りました。結果、主要業態をはじめとした全社全業態の伸び率は前年 当月 累計 月末店舗数

を上回り、業績は順調に推移しています。 加盟店 3 10 927
　 　 ■ 今月の主な施策 直営店 0 0 193

6/1 DCS   ドトールバリューカード『ボーナスポイントデー』 小計 3 10 1,120
6/1 EXC  (ケーキ）国産桃のクリーミーロール、佐賀県産「マイヤーレモン」のエクレア、ベイクドチーズ 加盟店 0 0 27

  　　  (サンドイッチ）鹿児島県産いずみどりのケイジャンチキン＆タマゴサンド、（タルト）瀬戸内レモン＆ココナッツ 直営店 0 1 97
6/8 EXC  (パニーニ）鹿児島県産いずみどりのケイジャンチキン、国産ポークとコールスロー、国産ツナわさび＆大葉 小計 0 1 124

加盟店 0 0 59
6/15 直営店 1 0 42

小計 1 0 101
　 　 ■ 新商品 合計 加盟店 3 10 1,013

6/1          ドトールカフェゼリーシュークリーム、ドトールコーヒー＆バニラエクレア、ドトールコーヒー＆バニラどらやき 直営店 1 1 332
6/6          DOUTORアイスコーヒー微糖（チルド） 総 計 4 11 1,345
6/13        EXCELSIOR CAFFÉ オレンジハニーラテ（チルド）
6/20        DOUTOR黒糖ラテ（チルド）

そ の 他DCS  (ミラノサンド）鹿児島県産黒豚と夏野菜のソース、（ドリンク）黒糖ラテ　～沖縄県西表島産黒糖使用～

※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

2017年6月

（2017年6月）

Ｄ Ｃ Ｓ

Ｅ Ｘ Ｃ

  　　  (フローズン）苺のフローズン　～福岡県産あまおう使用～、（スイーツ）宇治抹茶パフェ　～北海道あずき添え～

  　　  （パスタ）瀬戸内レモンのバタークリームソース、青森県産ほたてとブロッコリーのアーリオ・オーリオ

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
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