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1．2018年12⽉期 第2四半期 決算説明
2．中期経営計画（ʻ18〜ʼ20）と2018年12⽉期上期の取組み

〔 業 績 〕積極的な新規出店・業態変更に伴い前年同期⽐で各段階利益が減少。売上⾼はほぼ横ばい。
〔既存店〕

サ マ リ ー

バー・レストラン： 天候不順等の影響により前年を少し下回るも、⾼付加価値化が

3．2018年12⽉期 通期業績予想

〔 出 店 〕新規出店10店舗。

〔既存店〕

〔当期の取り組み及び今後の重点施策〕

バ レストラン： 天候不順等の影響により前年を少し下回るも、⾼付加価値化が
順調に進み、業界平均を上回る⽔準で推移。

ゴルフクラブレストラン： 同じく天候不順の影響を受け、売上⾼は前年同期に及ばず。

■中期経営計画を順調に遂⾏
時代にあわせて事業ポートフォリオを最適化し、継続的に成⻑し続ける企業へ

①事業ポートフォリオの進化・収益⼒強化に向け、着実に事業が進展
・新業態への挑戦 →４つの新ブランド創出
・リ・ブランディング →６店舗の業態変更
・受託ビジネス拡⼤ →ゴルフ場 優良案件獲得

道の駅 ⼤型施設オープン
②最⾼品質の追求と継続
③⼈財パワーの最⼤化

〔業績予想〕売上⾼364億円、経常利益8.3億円

〔 １ 株 当 た り 配 当 〕 2018年12⽉期中間配当：6円
2018年12⽉期末配当：6円（予想）
2018年12⽉期年間：12円（予想）

■会社分割による持株会社体制へ移⾏し、ダイナックホールディングス始動

18年12⽉期第２四半期の業績ダイジェストでござい
ます。

売上⾼は17,330百万円（前期⽐99.7％）の結果に終
わりました。本年は私どもダイナックにとって創業6
0周年でもあります。その60周年に合わせたキャン
ペーン等も実施しましたが、残念ながら特に１⽉・２
⽉の天候不順の影響、⾮常に⼤きくございました。こ
の間の影響がありまして、売上⾼につきましては昨年
同期を上回ることはできなかったことになります
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同期を上回ることはできなかったことになります。



営業損失につきましては△136百万円、経常利益は48百
万円、四半期純損失は△98百万円となり、いずれも昨年
同期を下回る、極めて厳しい結果と我々は認識をしてお
ります。営業利益および経常利益につきましては、売上
⾼の減少による影響に加えましてコストの問題もござい⾼の減少による影響に加えましてコストの問題もござい
ますが、後ほど触れます新規出店および業態変更を前倒
しで実施したこと、また、純利益の段階につきまして
は、業態変更に伴う固定資産の除却損に加えまして、⼀
部店舗の減損損失を認識するということになっておりま
す。これにつきましては、計画上は年度末というような
ところで織り込んではおりましたが、先⾏して減損の認
識を⾏うよう決定いたしまして、その分が純利益を下に
押し下げている要素もございます。

既存店の売上⾼前年⽐でございます。

全社で前年⽐99.6％。バー・レストランにつきましても
前年⽐99.8％、ゴルフクラブレストラン前年⽐99.0％、
その他についても前年⽐99.8％となりました。これは正
直に申しまして、私もなかなか経験したことがない状況
だと認識をしております。⾊々な要素がございますが、
やはりこの前半戦、１〜２⽉、特にゴルフクラブレスト
ランだけに限らず、雪の影響、積雪等により都内でも通
勤への影響を受けたりというようなことがございまし
た この辺りの影響が私どものほうにもかなりございまた。この辺りの影響が私どものほうにもかなりございま
した。また、積雪そのもの、⻄⽇本、東⽇本ともゴルフ
クラブレストランにつきましては平年よりも少しクロー
ズ⽇数が多い状況にありました。

その後、３、４、５⽉につきましては既存店のバー・レ
ストランについては前年⽐で100％を上回るというとこストラ 前年⽐ を 回る う
ろでございましたが、６⽉はまた残念ながら少し下回る
というような状況でございます。⼀⽅、同業他社の状況
と⽐較すると、ちょっと⼤まかになりますけれども、JF
が発表している全体の売上⾼からは少し上を推移いたし
ました。
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出店、店舗の状況でございます。

括弧内の数値が、当初計画していた店舗数でございま
す。それぞれ合計を⾒ますと、上半期で出店を６店計
画しておりましたところ10店の出店。業態変更につき画しておりましたと ろ 店 出店。業態変更に き
ましても３店を計画しておりましたところ６店。閉店
につきましては計画通りとなり、出店、それから業態
変更につきましては、やや前倒しで実施しました。こ
れは先⽅のさまざまな理由、それから業態変更につき
ましては当社としては早めに⼿を打ったほうが効果も
⼗分に年間に対して寄与するというような判断から、
可能なところにつきましては早め早めの⼿を打ったと
いうところでございます。

店舗数の合計としましては257店舗、期⾸と同様という
ようなところで推移をいたしております。

損益計算書でございます。

売上原価には⾷材関係の材料費、店舗での⼈件費、経費
等々の費⽤が含まれます。売上⾼が前期⽐100％を下
回った中で、売上原価が前期⽐100.6％と上回る結果に
なりました。特に費⽤として効いているのは、やはり⼈
件費でございます。

特にパートナー、いわゆるアルバイト、時給でお願いし
ているスタッフの⽅でございますが、パートナーの⼈件
費。時給のアップもありますけれども、やはり募集費、
それから社保等の法定福利費ですが この辺りのアップそれから社保等の法定福利費ですが、この辺りのアップ
分が効いております。

それから経費では光熱費、これが昨年辺りとだいぶ状況
が変わってきております。単価のアップがじわじわと効
いてきております。

次に販売管理費につきましては出店、業態変更等に伴う次に販売管理費につきましては出店、業態変更等に伴う
⼀時費⽤の増、それから今回の持株会社体制移⾏に伴う
⼀時費⽤の発⽣が主な内容となります。営業外につきま
しては、店舗に関わる営業補償⾦の受け⼊れ。これは
⾊々な契約の関係の中で、業態変更、改装をやるに当
たってのさまざまな補償であったり、それから館の建て
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替えによる退去等に伴うような営業補償が発⽣しており
ます。この受け⼊れということで、営業外のところで発
⽣いたしました。



特別損益のところにつきましては、これは前年に事業売
却に伴う事業譲渡益があったことの裏返し、それから改
装等に伴う固定資産除却損の増加というようなところ
で、前期に対して利益の段階では⼤きく下回るような数で、前期に対して利益の段階では⼤きく下回るような数
字になっております。

ここまでを振り返りますと、やはり売上はそう簡単には
取れない、ただ、天候要因が⾮常に⼤きく効いていると
認識しておりますので、今後について⾮常に悲観的な⾒
⽅をすることはないと思います。⼀⽅、コストにつきま
しては、ここ近年ずっと⾔われていることであります
が、⾷材関係の⾼⽌まり、⼈件費、経費も含め、これら
のコストアップはじわじわ確実に襲ってくる。これに対
していかに効率的かつ付加価値の⾼い経営をしていく
か、これが私どもを今取り巻いている環境と認識してお
りますります。

第２四半期の貸借対照表でございます。

当第２四半期会計期末における総資産は、14,067百万円
となり、前事業年度と⽐べて10百万円の増加となりまし
た。⼤きな変化としては、新規出店に伴う有形固定資
産、これが前事業年度と⽐べて⼤きく増加しているとこ
ろであります。その他の科⽬につきましては資料でご確
認をいただければと思います認をいただければと思います。
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中期経営計画と2018年12⽉期上半期の取り組みにつ
いてご説明を申し上げます。まず事業環境につきまし
て、先ほども少し触れさせていただきましたが、経済
環境 それからライフスタイル お客さまの変化 特環境、それからライフスタイル、お客さまの変化、特
に３番⽬にあります業界環境というところでは⼈件費
の問題、⾷材価格の問題、物流コストの問題、エネル
ギーコストの問題。なかなか多元素の要素が⾮常に多
い状況と認識しています。それから制度改正というと
ころでは、やはり働き⽅改⾰関連法。これはコスト
アップということだけで捉えるのではなくて、我々の
業界として今後どのように、皆さんがより⽣き⽣きと
働けるようにしていくか、これは⾮常に重要なテーマ
と認識をしながら経営に取り組んでまいります。

それから受動喫煙防⽌の問題です。これはもう2020
年に向けてやるべきことははっきりしておりますの
で、当社としてやるべきことをしっかりと早めに⼿を
打っていこうと考えております。それから消費増税、
軽減税率制度のですが、これはまだ詳細なところが確
定しておりませんが、消費増税に対する準備というも
のを検討していく必要があるかと思いますのを検討していく必要があるかと思います。

こうした環境の中で、私どもの中期の経営ビジョンと
いたしましては、「“選ばれる”ブランドへ」というこ
とで、商品⼒、技術⼒、サービス⼒、これらをしっか
り⽣かして最⾼品質を徹底追求して、全てのステーク
ホルダーの皆さんのロイヤルティの確⽴を⽬指すとい
うことです。これは社内におきましても常に、我々の
仕事はお客さまに 従業員に 株主の皆さまに対し仕事はお客さまに、従業員に、株主の皆さまに対し
て、それぞれに貢献していく。これが我々の事業の⽬
的であり、使命であると確認させていただきながら、
このビジョンに向かって仕事を進めようと考えており
ます。
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中期経営計画の⾻⼦でございます。

これは何度かご覧いただいたものとほとんど変わっ
ておりません。ここ何年か、この考え⽅に基づいて
それぞれの取り組みを進めてまいりました それらそれぞれの取り組みを進めてまいりました。それら
につきましては、この後に触れさせていただきたい
と思います。

この上半期の振り返りでございます。

今の中期経営計画の中に⾻⼦として挙げていた、そ今 中期経営計画 中 ⾻⼦ 挙
の重点課題に対して、それぞれに取り組んでまいり
ました。特に事業ポートフォリオの進化、それから
収益⼒の強化に関しては、着実に進めることができ
たと評価しております。⼀つは新業態の挑戦、それ
からリ・ブランディング、また受託ビジネスのとこ
ろの拡⼤。これらを具体的にこの上半期に進めるこ
とができたと思います。

直営ビジネスの業態価値の向上です。私ども直営の
バー・レストランビジネスにつきましては、⼤きく
和⾵で３グループ、洋⾵で３グループ、計６つそれ
ぞれの業態グループで共通のバックヤード、メ
ニュー、レシピ、⾷材、サービス、⼈材がありま
す。こうした共通のバックヤードを基盤にしながら
業態価値の向上に向けて取り組んできました。特に
この上半期につきましては新ブランドの創出、そし
て業態変更の実施、ここを進めてまいりました。
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出店状況でございます。

１⽉末に東京都港区のカレッタ汐留の46階に鉄板和⾷と
ワインの新ブランド「萬鉄」を出店しました。これは、
響、それから⼤阪梅⽥で展開しております鉄板焼きRio、
この辺りのノウハウを取り出して、新たにそこに磨きを
かけた⾼付加価値型新業態です。鉄板料理を中⼼に、
コース和⾷とワインという業態でございます。平均の客
単価は、ランチは1,000円から1,500円の間、ディナー
につきましては7,000円から8,000円というところなの
で、我々としましては、響の平均客単価より少し上ぐらで、我々としましては、響の平均客単価より少し上ぐら
いの客単価を狙って、お客さまにご⽀持いただいている
ところでございます。

次にイタリアンダイニング、レ・アミーケ。これは新宿
のルミネ１の７階にあります。ご存知のとおり、新宿ル

ビ ごミネは歴史のある新宿を代表するファッションビルでご
ざいます。⼥性のお客さまが圧倒的に多くお集まりにな
るので、私どもとしましては、このような⼥性の皆さん
向けのファッションビルでの出店というのは久々でござ
いました。⾮常に⼥性を意識した業態ということで、イ
タリアンダイニングを出店いたしました。鮮やかでインタリアンダイニングを出店いたしました。鮮やかでイン
スタ受けすると申しますか、そのようなところも意識し
た、⼥性の皆さんに評価いただけるような、またリピー
ターとして再来店いただけるような業態として展開いた
しました。これは６⽉末のスタートでありますので、ま
だ１カ⽉ちょっとでございます。ですからなんともまだ
評価できないところでありますが、ほぼ我々の思ったと
おりのお客さまのご⽀持を頂戴できているのではない
か、というように認識しております。

続きまして、イタリア⼤衆ワイン酒場、トリッペリア モ
ツーダ。これは従来の都⼼部のパパミラノの業態を変更
いたしました。特にそのパパミラノの中でも⼤⼿町、神
保町といった、いわゆるオフィスワーカーの皆さんの商
圏にあったパパミラノにつきまして、フィレンツェの定
番のホルモン料理、トリッパにフォーカスを当てなが
ら、これまで私どもが⼿掛けてきたイタリアンと少しタ
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イプが違う、よりワイン酒場という名前にふさわしい新
しい業態をスタートいたしました。現段階ではお客さま
それぞれに利⽤の仕⽅、層の違い等々ございます。この
辺りをしっかり評価し、振り返りながら今後の展開につ
なげていきたいところでございます。



続きまして和⾵居酒屋コトブキ。ここも２つございま
して、１つ⽬は⼤阪梅⽥の北新地のこれまで「咲く
ら」のブランドでやっていた「北新地咲くら」を「北
新地コトブキ」と、九州料理を前⾯に出した居酒屋に
新たに業態変更いたしました。2つ⽬が東京コトブ
キ。これは新店になります。６⽉末に東京駅、東京グ
ルメゾン２階に新たにオープンしました。東京コトブ
キは東京駅の中、私どもはそこで⻑くOLD STATION
をやっておりますので、お客さまの利⽤の仕⽅等々に
関する知⾒もございます その辺りを踏まえて いわ関する知⾒もございます。その辺りを踏まえて、いわ
ゆる新幹線待ち、もしくは出張で来られて⼤阪へ帰る
前にとか、もしくは近隣のオフィスワークの皆さん、
こういった皆さんを意識したメニュー構成の中で、こ
の東京コトブキをスタートさせていただいておりま
す。⾮常に順調にスタートしまして、思ったよりも昼
も夜も忙しいな、というぐらいの感触を持つぐらいの
スタートを切らせていただくことができております。
北新地のコトブキもこれまでのお客さまにしっかりと
来ていただきながら、また新しいお客さまを取り込ん
でいく活動を進めております。

さらに業態変更でございます。

は⻁連坊 神保町店 実は ⻁連坊と う屋号１つは⻁連坊、神保町店。実はこの⻁連坊という屋号
は、私どもが40年以上使⽤している屋号です。⼀時
は新宿の１店舗だけになりましたが、またここ近年で
増やしてまいりました。この神保町で６店舗というこ
とになります。⽇本酒を中⼼に、お客さまに⽇本のい
ろんな各所の料理を楽しんでいただく業態として、まろんな各所の料理を楽しんでいただく業態として、ま
さにリ・ブランディングで業態変更を⾏っているとこ
ろでございます。

真ん中がポルチェリーノ新百合ヶ丘。郊外の商業施設
内のカジュアルイタリアンで、１号店は千葉のJRの
駅施設でありますペリエ、続いてパパミラノとして⻑
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く営業しておりました新百合ヶ丘におきましてイタリ
ア⾷堂ポルチェリーノ。新しいタイプのカジュアルイ
タリアンというところです。これも計画を少し上回る
くらいのペースできております。



特にこれまでのパパミラノのお客さまも相当来ていただ
いて、かつ、その上にプラスアルファでこれまで来てい
ただけてなかった新たなお客さまもしっかりと来ていた
だいてるというような推移をいたしております。

銀座ワイン⾷堂パパミラノでございますが、実はパパミ
ラノという業態も⾮常に⻑くやっておりますが、もう今
はありませんが１号店が銀座にありました。その古き良
きというと変ですけども、昔のパパミラノにもう⼀度、
⽴ち返るような形で、そのころのストーリーであった
り そ ろ メ も 部取り⼊れながら パり、そのころのメニューも⼀部取り⼊れながら、このパ
パミラノの歴史にもう１回、光を当てるような形でス
タート、展開をしております。１号店はパパミラノから
の業態変更で⼋重洲で昨年実施しました。今回はこの新
宿の三井ビルですから、都庁で銀座ワイン⾷堂パパミラ
ノということでスタートしております。これもやはり、ノということでスタ トしております。これもやはり、
よりワインを強調し、さらにそのワインに合うような、
⾁料理をはじめ、従来型のパスタ、ピザ中⼼のイタリア
ンからは少し業態を変えていったというようなところが
お客さまにもしっかりご評価いただいております。こち
らも計画を上回る形で推移をしております。

続いて新規出店の状況です。

左側にございますのが、駅ナカBAR、バルと⾔えばいい
のでしょうか、「HIGHBALLʼSなんば」です。これは⼤
阪の南海電鉄の難波駅の改札⼝内にあります。JR上野駅
のエキュートでわれわれはこのHIGHBALLʼSをやってお
ります。ご評価をいただいた中で、南海電鉄さまよりご
相談 ご提案を頂戴し ⾮常に⼩さなスペ スの店舗で相談、ご提案を頂戴し、⾮常に⼩さなスペースの店舗で
はございますが、駅内でハイボールをお客さんにご賞味
いただく店舗を出店しました。まだ⽴ち上がったばかり
ですので、お客さまの認知度も広がりきっていません。
ただ、朝から夜までの営業ということで、新しいタイプ
のハイボールを楽しんでいただく業態だと考えておりま
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す。右側が「ハイボールバー東京駅1923」。先ほどの東
京コトブキと同じく、東京グルメゾンの中にオープンさ
せていただきました。



この「東京駅1923」というのはサントリー酒類で、
様々なお得意先にご提案して展開している業態の１つ
でございます。ほぼ完成されている業態というように
考えておりますので、特に東京駅という⽴地に⾮常に
合った おいしいハイボールを軽く引っ掛けていただ合った、おいしいハイボールを軽く引っ掛けていただ
くという、典型的な業態として私どもでオープンさせ
ていただきました。この東京駅の今申し上げました２
店は、予想以上にお客さまの数が多いことと、⾮常に
感度の⾼いお客さまが多いことを痛感いたします。ど
ちらの店舗もおかげさまで順調にスタートを切れたと
ころでございます。

60周年記念キャンペーンですが、３⽉１⽇から４⽉3
0⽇まで期間限定で、記念メニューを全国で展開いた
しました。⻑崎の鷹島⽣本マグロ、それからチーズ
ソースをかけたお⾁など、洋⾵は主に⾁、和⾵はマグ
ロ中⼼に、各店共通のメニューを展開するという⽅法
をとってまいりました。当初、我々もうまくいけばと
狙 ていた効果１つが 客単価です このご時世に狙っていた効果１つが、客単価です。このご時世に
しっかりとお客さまに値打ちあるものをご提供、ご提
案していくことによる客単価アップ、それから、フ
リーのお客さまの来客アップ、これらに確実につな
がったと思います。

このような形で、ある程度しっかりした原材料に、ダこのような形で、ある程度しっかりした原材料に、ダ
イナックの各店舗共通の中でお客さまに訴える。店舗
バラバラではなく、販促のツール等も共通のものを
使ってやっていく、このやり⽅が⾮常にお客さまにご
評価いただけたのではないかと思っています。本年が
60周年でございますので、下半期の第２弾の準備に
⼊っております。乞うご期待ということにさせていた
だきます。
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受託ビジネスでございます。

受託ビジネスに関しては前にあるように、信頼と実績
に基づく業容拡⼤ということで、現在やらせていただ
いているところでしっかりとした実績とご評価をいた
だいて新たなお話を頂戴する、これが今の我々の受託
ビジネスの拡⼤⽅法でございます。

ゴルフクラブレストランにつきましては、この上半期
の中で 全国で５場の新たなお話を頂戴し スタートの中で、全国で５場の新たなお話を頂戴し、スタ ト
させることができました。それぞれ各地の、いわゆる
名⾨といわれるような⽐較的単価のやや⾼いゾーンに
⼊るゴルフ場さまからのお話を頂戴できているところ
でございます。これは今後についても、いわゆるパブ
リック中⼼の安く展開していくというよりも、少し単
価の⾼い、メンバーシップも強いようなゴルフ場さま
からのお声掛けも最近増えております。今後も積極的
に取り組みたいと思います。

続きまして道の駅でございます。

岐⾩県最⼤級の道の駅で７⽉にオープンいたしました
「パレットピアおおの」。これも各地で道の駅の新た
なオ プン 新たな取り組みと うも が進ん おりなオープン、新たな取り組みというものが進んでおり
ますが、私どもとしましては、昔からやっている奈良
県の「針テラス」、それから茨城県の「まくらがの⾥
こが」、それに続くこの「パレットピアおおの」とい
うことですが、岐⾩というのは実は道の駅の数が⽇本
で２番⽬に多いそうでございます。それらの道の駅の
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で 番⽬に多 そうで ざ ます。それらの道の駅の
中で最⼤の規模になるだろうという施設で、私どもが
指定管理者として取り組ませていただき、⼤変ありが
たく、またうれしく思っております。



私もオープンの際に⾏ってまいりましたが、オープン
からまだ⽇が少し浅いので、オープン景気は当然あり
ますが、毎⽇予定していた売上よりも、だいたい1.3倍
ぐらいで推移しているということなので、相当広い商

だ が圏からお客さまに来ていただいているという状況が続
いております。今後、⾮常に楽しみな施設です。

次にこのような取り組みを⽀えるバックヤードについ
て申し上げます。

最⾼品質の追求と継続、まずは商品です。商品開発に
つきましては、マグネット商品、各業態におけるお客

ご ごさまに強くご提案、訴求し、お客さまにしっかりとご
評価いただいて、またあそこに⾷べにいこうといって
いただけるような商品の開発を⼤きなテーマに挙げ
て、ずっとこれに取り組んでおります。⼀例をここに
挙げさせていただいております。

次に お客さまの声に⽿を傾けるということですが次に、お客さまの声に⽿を傾けるということですが、
これは我々の仕事にとって⾮常に⼤事なところであり
ます。全社VOC、Voice of Customerということで、
⻑く続けていた覆⾯調査というやり⽅から、昨年の秋
からアンケートシステムで、お客さまの声を直接いた
だくやり⽅を導⼊しております。現段階でだいたい⽉
間、各店に集まるお客さまの声は、合計3,000件強と
いうところになります。店舗ごとに差はありますけ
ど、お客さまの⽣のストレートなご感想であったり、
場合によっては苦情であったり、お褒めであったりす
るので、⾮常にインパクトがあります。今後さらにこ
の利⽤の仕⽅ ⽬の付け所と それから我々の仕事のの利⽤の仕⽅、⽬の付け所と、それから我々の仕事の
改善というところに腕を磨いていきたいと思っていま
す。
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ネットの時代でございますので、お客さまに店舗、そ
の店舗の魅⼒、もしくは店舗を探す際に私どものホー
ムページから探していただける、そのような利便性を
狙い、ホームページの強化に取り組んでおります。い
わゆるオウンドメディアで、我々⾃⾝がしっかりとし
たものを作っていこうということで、認知度、我々か
らの情報発信をお客さまにより強く認知していただい
て、お客さまのロイヤルティの向上、さらにはお客さ
まが利⽤される際の利便性アップという点につなげて
いきたいと思っていますいきたいと思っています。

⼈財パワーの最⼤化というところでは、これは毎年こ
のような形でご紹介しておりますが、左上にある「D
YNAC AWARD」、これは年２回全社の表彰を実施し
ております。また、社内のさまざまなコンテストでお
互いを⾼め合う。特にパートナーの皆さんは私どもの
現場の第 戦⼒であります このアワ ドや社内コン現場の第⼀戦⼒であります。このアワードや社内コン
テストにつきましても、パートナーの皆さんの参加、
そして上位⼊賞がこのところ⾮常に増えております。
全社挙げてこのようなことに取り組んでいくことの重
要性を感じております。

また、下のところでは、パートナーの皆さんとしっかまた、下のところでは、パ トナ の皆さんとしっか
り現場で向き合っていくためのファイブスター制度、
そして「飲⽤時品質BEST」は、特に飲⽤時のドリン
クですが、品質をより⾼めていくためのさまざまな研
修、これらを⼀層強化していきます。
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中期経営計画の位置付けです。

成⻑に向けた収益基盤の強化ということで今、取り組
んでいるところでございます。順調に来ましたが、1
7年で少し下がっております。18年もぎりぎりという
ところです。今後も、先ほど申し上げたように⾮常に
厳しい事業環境にございます。我々はこの中期経営計
画を毎年ローリングで、状況の変化に合わせてもう⼀
度組み⽴て直しております。今後の計画につきまして
は、再度、次回ぐらいにまたご紹介できるかと思いま
すが ⾮常にいろんな要素を含めながら ローリングすが、⾮常にいろんな要素を含めながら、ローリング
の中で計画を進めてまいります。

おかげさまで７⽉１⽇、ダイナックホールディングス
ということで、持株会社体制に移⾏いたしました。⽬
的については資料にあるとおりでございます。まだ１
カ⽉しか経っておりませんので、何が劇的に変わった
かというのはご説明はできませんが、新たなこの体制
の下で、着実に企業価値をこれまで以上に⾼めていけ
るような取り組みをしてまいりたいと思っています。

2018年12⽉期業績予想です。

通期業績予想につきましては、第２四半期までの業績
それから環境を踏まえ、通期の業績予想を⾒直し、７
⽉27⽇に修正の開⽰をさせていただきました。売上
⾼につきましては36,400百万円、営業利益470百万
円、経常利益830百万円、当期純利益320百万円と⾒
込んでおります。売上⾼、経常利益の段階ではなんと
か増収・増益というところに持っていきたいと思って
います。また、経常利益および純利益のところでござ
いますが、当初予想に含めていなかった店舗の契約の
更改に伴う営業補償⾦の受け⼊れを⾒込んでおりま
す 従いまして 営業利益の差が 経常利益では逆に

14

す。従いまして、営業利益の差が、経常利益では逆に
前期に対してプラスになっております。下期に受け⼊
れが予定されているとご理解をいただけたらと思いま
す。



出店の⾒通しでございます。

先ほど申し上げましたが、上期に少し前倒しで出店い
たしました。年間を通じてはほぼ計画に近いところで
着地をすることになるかと思います。閉店につきまし
ては、ゴルフクラブレストランの契約変更に伴うもの
等を含めて年間で16店なので、期末の店数といたし
ましては残念ながら期⾸の店数よりも少し下回る形で
予想をしています。

配当でございます。

配当につきましては、中間で６円、期末で６円という
ことで 年間で１株当たり12円の配当を予定させてことで、年間で１株当たり12円の配当を予定させて
いただいております。

以上、今後も⼤変難しい状況の中での経営になってま
いりますが、この上半期に⾒えた⾊々な⼿応えは結構
しっかりしたものがございます。こうしたことを今後
の発展のため、さらに⼤きく反映させてまいりたいと
思っております。ありがとうございました。
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