
　 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
2019年9月 2019年8月 2019年7月 2019年6月 2019年5月 2019年4月 2019年3月 2019年2月 2019年1月 2018年12月 2018年11月 2018年10月

　新店を含む全店 売上 +7. 6% +4.2% △1.5% △2.3% △2.1% △0.6% △2.0% △0.9% △2.4% △3.6% △1.0% +2.2%

客数 +5. 8% +1.4% △2.2% △3.3% △3.1% △1.7% △2.3% △1.4% △2.5% △3.7% △1.0% +2.0%

　既存店 売上 +8. 9% +5.5% △0.2% △1.4% △1.2% +0.1% △1.5% △0.8% △2.6% △3.7% △1.2% +1.1%

客数 +7. 4% +2.9% △0.8% △2.2% △1.9% △0.8% △1.5% △0.8% △2.2% △3.3% △0.8% +1.4%

　 ■ 主な業態の既存店伸び率

2019年9月 2019年8月 2019年7月 2019年6月 2019年5月 2019年4月 2019年3月 2019年2月 2019年1月 2018年12月 2018年11月 2018年10月

　ＤＣＳ　直営店・加盟店 売上 +10. 1% +6.7% +0.1% △1.2% △1.0% +0.4% △1.3% △0.6% △2.5% △3.5% △1.2% +1.2%

客数 +8. 2% +3.7% △0.5% △2.1% △1.8% △0.7% △1.4% △0.9% △2.2% △3.2% △0.7% +1.4%

　ＥＸＣ　直営店・加盟店 売上 +3. 2% △0.3% △1.5% △2.0% △1.6% △0.5% △1.8% △0.4% △2.3% △3.3% △0.6% +1.3%

客数 +2. 5% △2.1% △2.5% △2.7% △2.5% △0.8% △1.3% +0.6% △1.3% △3.4% △0.8% +1.8%

　 　 ■ 直営店全業態の前年対比伸び率
19/9 19/9

       新店を含む全店 売上 +8. 2% 既存店 売上 +6. 5%
客数 +7. 2% 客数 +5. 7%

　 ■ コ メ ント ２）新規出店状況
当月は前年に比べて平均気温が高かったことが影響し、ＤＣＳ、ＥＸＣともにアイスドリンクの販売数が大きく伸長致しました。またＤＣＳでは、「クロックムッシュ」など

7月に導入した商品が引き続きご好評いただき、ＥＸＣではパスタカテゴリで「カルボナーラ」、「3種きのこの和風パスタ」の新商品2品を導入、こちらも好調な売れ行き

となっております。 当月 累計 月末店舗数

また9月はキャッシュレス促進策として、「QUICPay」「iD」を導入するとともにハワイ旅行が当たるキャンペーンなども実施したことでお客様から大きな反響を頂きました。Ｄ Ｃ Ｓ 加盟店 0 13 915
結果としては、台風の影響を受けながらもＤＣＳ、ＥＸＣともに売上と客数を大きく伸ばし、全業態において前年を上回る着地となりました。 直営店 0 1 190

小計 0 14 1,105
　 ■ 今月の主な施策 Ｅ Ｘ Ｃ 加盟店 0 1 23

新商品 卸売 直営店 1 2 100
ＥＸＣ 9/2 （インスタント）　DOUTOR コーヒー専門店の黒糖カフェ・オ・レ 6P 小計 1 3 123
9/5 （  ドリンク  ）　マロンナッティーラテ 9/2 （インスタント）　DOUTOR コーヒー専門店のまろやかカフェオレ カロリーハーフ10P そ の 他 加盟店 0 0 45
9/5 （  ドリンク  ）　マロンナッティーミルクティー 9/2 （   ドリップ1 ）　ブルーマウンテンドリップ20P 直営店 0 2 45
9/5 （   フード   ）　パニーニ　ローストチキン＆ハニーマスタード 9/2 （   ドリップ1 ）　ドリップクラシックブレンド50P 小計 0 2 90
9/5 （   フード   ）　パスタ　カルボナーラ 9/2 （   お菓子   ）　DOUTOR コーヒー香るキャラメルポップコーン 合計 加盟店 0 14 983
9/5 （   フード   ）　パスタ　3種きのこの和風パスタ 9/2 （   お菓子   ）　DOUTOR コーヒー香るクッキー＆ビーンズチョコ 直営店 1 5 335
9/5 （ デザート1）  りんごとスイートポテトのショートケーキ 9/2 （   お菓子   ）　DOUTOR カリっとサクサク食感 マカロンクッキー 総 計 1 19 1,318
9/5 （ デザート1）  チャイパンプキンのチーズケーキ 9/2 （   お菓子   ）　DOUTOR 豊かな香り広がるカフェショコラ ※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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