
　 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
2018年8月 2018年7月 2018年6月 2018年5月 2018年4月 2018年3月 2018年2月 2018年1月 2017年12月 2017年11月 2017年10月 2017年9月

　新店を含む全店 売上 △0. 3% △2.2% △0.7% △1.3% △1.5% △0.6% △2.1% △0.9% +1.4% +1.4% △1.1% +0.6%

客数 △0. 5% △2.7% △1.7% △1.8% △1.8% △1.5% △3.0% △2.0% +0.3% +0.2% △2.9% △0.5%

　既存店 売上 △1. 1% △3.0% △1.9% △2.5% △2.5% △1.6% △3.2% △1.6% +0.5% +0.2% △1.9% △0.4%

客数 △0. 8% △3.1% △2.3% △2.4% △2.3% △2.0% △3.6% △2.3% △0.1% △0.4% △3.3% △1.1%

　 ■ 主な業態の既存店伸び率

2018年8月 2018年7月 2018年6月 2018年5月 2018年4月 2018年3月 2018年2月 2018年1月 2017年12月 2017年11月 2017年10月 2017年9月

　ＤＣＳ　直営店・加盟店 売上 △1. 2% △3.0% △1.7% △2.4% △2.3% △1.7% △2.8% △1.3% +0.6% +0.4% △1.8% △0.8%

客数 △1. 1% △3.3% △2.4% △2.4% △2.3% △2.2% △3.3% △2.1% △0.1% △0.4% △3.4% △1.4%

　ＥＸＣ　直営店・加盟店 売上 △0. 4% △2.7% △3.0% △3.3% △3.3% △1.2% △5.3% △3.3% △0.2% △0.6% △2.8% +2.4%

客数 +1. 6% △1.3% △1.8% △1.7% △1.9% △0.8% △5.0% △3.0% +0.5% △0.5% △2.8% +1.3%

　 　 ■ 直営店全業態の前年対比伸び率
18/8 18/8

       新店を含む全店 売上 △0. 1% 既存店 売上 △1. 1%
客数 △0. 5% 客数 △0. 4%

　 ■ コ メ ント ２）新規出店状況 ３）１９年２月期 累計実績
昨年、DCSで実施し、大変ご好評をいただいておりました夏の「バリュー （２０１８年３月～２０１８年８月） （２０１８年３月～２０１８年８月）

くじキャンペーン」において、本年はDCS・EXC両ブランドで開催いたしま

した。結果、バリューカードの利用が増加し、リピート率が拡大すること 当月 累計 月末店舗数 ■ 全社全業態(加盟店含む)の伸び率
で、客数が回復傾向となりました。 加盟店 2 14 933 累計
また、DCS及びEXC共に、前月に引き続き猛暑の影響で、季節感のある 直営店 1 2 189 　新店を含む全店 売上 △1. 1%
冷たいドリンクが大変ご好評をいただいております。 小計 3 16 1,122 客数 △1. 7%
その結果、売上は、前年同月に届いていないものの、回復の兆しが顕著 加盟店 0 0 26 　既存店 売上 △2. 1%
となっております。 直営店 1 2 98 客数 △2. 1%

小計 1 2 124

加盟店 0 0 52 ■ 主な業態の既存店伸び率
　 ■ 今月の主な施策 直営店 0 3 47 累計

DCS・EXC共通施策 小計 0 3 99 売上 △2. 0%
1日～25日　　　夏の「バリューくじキャンペーン」 合計 加盟店 2 14 1,011 客数 △2. 3%

直営店 2 7 334 売上 △2. 3%
新商品 総 計 4 21 1,345 客数 △1. 0%
7日 　　　　(チルド)　　DOUTOR 水出しアイスコーヒー

　　　　(チルド)　　DOUTOR 夏摘み温州みかんのアイスコーヒー

　ＥＸＣ　直営店・加盟店

　ＤＣＳ　直営店・加盟店

※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

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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