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1．2018年12⽉期 決算説明
2．前期の振り返り 及び 当期の取組み

3．2019年12⽉期 通期業績予想

〔 業 績 〕 積極的な新規出店・業態変更・⼈件費増に伴い増収減益
〔 既 存 店 〕 バー・レストラン： 創業60周年記念キャンペーンや、⾼付加価値化による

サ マ リ ー

〔 出 店 〕 新規出店14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： 創業60周年記念キャンペ ンや、⾼付加価値化による
客単価アップを進めるも、天候不順等の影響を受ける。

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

ブ プ ブ
中期的な拡⼤を⽬指し、事業ポートフォリオの進化への取組みを本格化
■強みをブラッシュアップ いつの時代も“選ばれるブランド”へ
魅⼒ある店舗・料理・⼈材の基盤整備への積極投資を継続

①時代のニーズに合ったブランド創出・展開の加速、再整備
・直営ビジネス →⾼付加価値業態へシフト加速
・受託ビジネス拡⼤ →信頼と実績に基づく業容拡⼤

②基盤となる機能・サービスの⾰新

〔業績予想〕 売上⾼375億円、経常利益7.５億円
2019年12⽉期

③経営スピードアップに向けた構造改⾰を実施

〔 １ 株 当 た り 配 当 〕 中間： 6円（予想）
期末： 6円（ 〃 ）
年間：12円（ 〃 ）

2018年12⽉期の業績ダイジェストです。

売上⾼は少し前年を上回りましたが、利益は前年、ま
た期初の予想に対して⼤きく乖離をした微増収・⼤幅
減益の数字と認識しています。

これは業界全体で同様だと思いますが、⼀⾔で申し上
げますと、天候不順が売上に⼤きな影響を及ぼしたこ
とによります。結果として売上⾼は前年を上回ってお
りますが、これは新規店舗の増分が寄与したためで
す 既存店は対前年を若⼲下回る結果となりました
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売上⾼への天候不順の影響について、弊社の試算です
が、全体のうち480百万円程度の直接的な影響を受け
たと考えています。まず１⽉は雪がかなり降りまし
た。春は⽐較的安定した天候でしたが、６⽉辺りの豪
⾬、７⽉の猛暑、８⽉、９⽉の台⾵直撃、これらは郊
外のゴルフクラブレストランのみならず、都⼼部にお
いてもバー・レストランの業績に⾮常に⼤きな影響を
与えました。

営業利益をご覧いただきますと 期初の予想に対して営業利益をご覧いただきますと、期初の予想に対して
⼤きく、約470百万程度の差が出ております。この要
因の⼤半は売上減に因るものと、計画よりも上回った
⼈件費によるものです。

⼈件費では、⼀緒に働いていただいているアルバイ
ト・パートの皆さん、弊社ではパートナーという呼びト パ トの皆さん、弊社ではパ トナ という呼び
⽅をしておりますが、このパートナーの皆さんの時給
のアップ、募集費、年次有給休暇取得費⽤が我々の期
初の想定よりも⾼まった影響が⾮常に⼤きいです。

経常利益は、店舗の営業補償の受⼊れ分がプラスとし
て効いています。そのため前年との増減及び期初から
の差が営業利益段階よりは少し縮まっています。

以上が利益概要でございます。

既存店の売上⾼推移です。

バー・レストラン、ゴルフクラブレストラン、サービ
スエリア・道の駅等のその他の施設、それぞれが前年
を超えられなかった⾮常に厳しい１年となりました。

客単価については、⾼付加価値化という点で、できる
だけ良いものをお客さまにご提案し、ご選択いただく
活動を１年を通じて⾏なってまいりました。結果、客
単価は100を超えましたが、やはり客数が前年を超え
られなかった点が売上⾼に効いております。全てをそ
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のせいにはできませんが、先ほど申し上げた天候不順
の影響は否めません。



店舗状況です。

出店数は合計14店舗。これは概ね予定通りです。閉店
は17店舗で、⼤きく捉えて、まず街場のバー・レスト
ランの半数ほどが定借の満了に伴うものです。それか
らゴルフクラブレストランの６店舗の閉店ですが、こ
のうち５場はゴルフ場経営をされている企業グループ
様がゴルフ場経営から撤退されるという事情があり、
弊社の運営が終了しました。これら外的要因が閉店に
は少し効いています。結果、店舗数は期初を下回る結
果になりました果になりました。

損益計算書です。

売上原価には、店舗における原材料、労務費、経費等
が全て⼊ ていますが 前期との増分として影響してが全て⼊っていますが、前期との増分として影響して
いるのはパートナー関連の⼈件費と、岐⾩県⼤野町で
新たに⼤型の道の駅の受託がスタートしたことです。
道の駅はバー・レストランに⽐べ原価がやや⾼くなっ
ているため、その構成⽐の影響が少し出ています。

販売管理費については、昨年より多くの出店・業態変販売管理費については、昨年より多くの出店 業態変
更を実施したことにより、それに伴う⼀時費⽤が増加
しています。

営業外収⽀には、店舗に関わる営業補償の受⼊れが⼤
きく効いております。特別損益は、前年に事業譲渡益
があったことの影響が出ています。
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貸借対照表です。

当事業年度末における総資産は14,686百万円。主に
店舗に関わる固定資産中⼼に、前事業年度末に⽐べて

630百万円の増加となりました ⾃⼰資本⽐率は前事630百万円の増加となりました。⾃⼰資本⽐率は前事
業年度よりも0.7ポイント減少して31.0％になってい
ます。主な増減要因はお⼿元資料をご参照いただけれ
ばと思います。

キャッシュフローです。

営業活動の結果、得られた資⾦が1,137百万円。投資
活動の結果 使⽤した資⾦が1 446百万円 財務活動活動の結果、使⽤した資⾦が1,446百万円。財務活動
の結果、得られた資⾦が321百万円です。結果、当事
業年度末における現⾦および現⾦同等物は前事業年
度末に⽐べて12百万円増加し、696百万円となって
います。

前期の主な活動内容についてご説明いたします前期の主な活動内容についてご説明いたします。

業界環境に分類される⼈件費ですが、⼈を確保すると
いう活動を前年以上に推し進めています。⻑時間労働
といった労働環境を改善していくこと、また、⼈⼿が
⾜りないがためにお客さまに対して⼀定のQSCが提供
できないということがないよう現場の⼈⼿を確保する
ために⼈材の募集費は相当掛けており、前年よりも多
くの⼈件費を投⼊している状況が続いています。

⾷材価格も少しずつコストアップし、また物流関連の
コストアップの影響も受けつつあります。制度改正で
は、働き⽅改⾰関連法、受動喫煙に対する対応も前倒
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しで進めていきます。秋には消費増税も予定されてお
り、この対応が今後の事業環境に関して懸念する点だ
と考えています。



2018年12⽉期の取組みの主な内容ですが、新業態へ
の挑戦、リ・ブランディング、そして受託ビジネスの
拡⼤、これらを当初計画通り進めてきました。

出店、業態変更の状況についてご説明します。

新業態へのチャレンジです。⾼付加価値型の業態・
新ブランドである「萬鉄」「季響」については、い
ずれも弊社のフラッグシップ業態である「響」で
培ったQSC、商品、サービスをよりシャープにし、
鉄板和⾷とワインの業態、あるいは、季節に合わせ
た商品の魅⼒の提供というコンセプトでそれぞれ出
店しました。まだ１年経っておりませんので、現段
階では状況をしっかりと⾒つつ、お客さまのニーズ
と照らし合わせながら運営していきたいと思ってい
ます 客単価につきましては多少のブレはありますます。客単価につきましては多少のブレはあります
が、従来の「響」よりもさらに少し⾼い客単価を頂
戴しながらも、お客さまに⼗分ご満⾜いただいてい
ます。
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次に⼥性ターゲットの新ブランドです。

弊社では、⼥性ターゲットはやや弱いところがあり
ましたが、「レ・アミーケ」という店舗を新宿LUMI
NE1にオープンしました。LUMINEにいらっしゃる
⽅は95％以上が⼥性で その⼥性向けのイタリアン⽅は95％以上が⼥性で、その⼥性向けのイタリアン
を展開しています。

それから「CHEESE&GRILL フロマージョ」です。
こちらは神⼾三宮のミント神⼾という映画館もある
ファッションビルに、チーズを前⾯に出した店舗を
出店しました。⾮常にご好評いただいており、連
⽇、ランチの時間帯は⾏列が絶えない好調なスター
トを切らせていただいています。

続きましてリ・ブランディングです。

まず左の「イタリア⼤衆ワイン酒場トリッペリア モ
ツーダ」ですが、従来「パパミラノ」として展開して
いた店舗をイタリアのモツ料理にフォーカスし、売りた店舗をイタリアの ツ料理にフォ カスし、売り
商品とすることで新しい魅⼒を持った店舗として、⼤
⼿町と神保町の２店を業態変更しました。お客さまか
らご⽀持を頂いていると実感しています。

それから右の「コトブキ」ですが、北新地、東京、そ
れから御茶ノ⽔の３店舗を出店いたしました。そのう
ち北新地店と御茶ノ⽔店は、「咲くら」からの業態変
更です。東京駅店につきましては、⿊塀横丁の１つ上
の階、リニューアルした東京グルメゾンに出店させて
いただきました。それぞれ順調なスタートを切ってい
ます。

今後も「パパミ 」から「 ダ」 「咲今後も「パパミラノ」から「モツーダ」、そして「咲
くら」から「コトブキ」というリニューアル店舗の出
店チャンスを狙っていくとともに、従来型の「パパミ
ラノ」「咲くら」についても、今後どのように変えて
いけるかという検討を引き続き進めています。
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もう１点、こちらはこれまでに⾏なってきたリ・ブもう１点、こちらはこれまでに⾏なってきたリ ブ
ランディングの⽔平展開をしています。

左の「⻁連坊」は「咲くら」からの業態変更です。
新百合ヶ丘の「ポルチェリーノ」は「パパミラノ」
からの業態変更です。それから「銀座ワイン⾷堂 パ
パミラノ」は「パパミラノ」からの業態変更です
が、それぞれ持っているコンセプトを変えながら、
お客さまに別の形でご提案しています。こういった
取り組みについても、それぞれの店舗の動向を踏ま
え、今後ほかの店舗にも同様に展開していくのか検
討を進めていきます。

次にハイボールバーの出店状況です。

超炭酸・最⾼品質のハイボールを中⼼にお客さまへご
提供しています。左が駅ナカで、南海電鉄の難波駅改
札内にあります。⾮常に⼩さいスペースではあります
が 乗降客数 だが、１⽇の乗降客数20万⼈と聞いており、まだス
タートしたばかりで今後の動向を⾒ていきたいと思っ
ています。

それから右側が「ハイボールバー東京駅1923」です
が、先程のコトブキと同じ東京駅にリニューアルオー
プンしたグルメゾンに展開しています
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こちらは他企業様とのコラボレーションです。

１台10万円程度する象印様のすごくおいしいご飯が
炊けるという⾼級炊飯器があります。その象印様の
パイロットショップです。弊社が運営を受託する形
で、南海電鉄難波駅のすぐ横に新しくオープンした
なんばスカイオという商業施設内で営業させていた
だいています。象印様の狙いどおり、⾮常に良い形
でお客さまに伝わっていると思います。⼥性、特に
主婦の⽅々が多いのですが、ランチタイムは平⽇で
も11時オープンの時点で満席と聞いています。象印も11時オ プンの時点で満席と聞いています。象印
様の炊飯器の商品の魅⼒を受けて、弊社がしっかり
とご飯を炊いて、それと⼀緒に美味しいおかずをお
客さまにご提供し、象印様の企業価値、商品価値の
向上につなげていければと思います。

店舗の展開とは異なりますが、2018年は弊社にとっ
て創業60周年という節⽬の年でした。この60周年に
合わせ、記念キャンペーンとして値引きに⾛るので
はなく、しっかりとした商品をお客さまにご提供し

第 弾 第 弾 商ようと、第１弾、第２弾と展開しました。商品の
テーマを絞って、弊社が展開している様々な業態を
横串で同時に展開するという弊社としては新しい
チャレンジとなりました。結果としてこれはとても
上⼿くいったと思っており、お客さまからもご評価
いただきました。いただきました。
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また、弊社としても提供する商品にお値打ちを込めれ
ば、その商品をお客さまにご選択いただけるという実
感を得ましたので、⾮常に良い取組みになったと思い
ます。今後も同様のことを考えていきたいと思ってい
ます。ます。

客単価を上げるために無理に同じ商品の単価を上げる
のではなく、その店舗の平均より少し⾼い商品をお客
さまにご選択いただくことによって、結果として客単
価が少し上がるという効果を得られたことは、お客さ
まのご納得とご評価を得られたことの証しだと思って
います。⾮常にダイナックらしい、良い取り組みで
あったと思います。

次に受託ビジネスでございます。

ゴルフクラブレストランにつきましては昨年１年間で
６場を新たに受託しました。他所のゴルフ場でのご評
価をベースに、弊社にお声掛けいただいたというのが
⼤半です。昨年は、１⽉と４⽉に同⽇２場オープンと
いうこともありました。新たにスタートするにあたっ
ては、メニューの準備から始まって、制服等様々なも
のが変更となります。それが決められた⽇からスター
トするので、⾮常に準備⾯で難易度が⾼いのですが、
これを同⽇に２カ所で無事オープンできたことは、弊
社の⼿腕が上達していると評価できるのではないかと社の⼿腕が上達していると評価できるのではないかと
思っています。ゴルフクラブにつきましては今後も
⾊々とお話を頂戴しておりますので、しっかりと良い
形を取りながら展開していきたいと思っています。
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次に、道の駅です。

昨年７⽉に岐⾩県最⼤級の道の駅、パレットピアお
おのをオープンいたしました。道の駅については現
在、⽇本中の様々な⾃治体様が取り組んでおり、
⾊々なお話がこれからも出てまいります。オープン
までの２年間ほどの準備期間の間には、地域の皆様
との様々な取組み、コラボレーションを多く⾏なっ
ています。そういう意味で地域密着型、少しオー
バーかもしれませんが、地⽅創⽣的な仕事になりつ

あると考え ます 今後も 分野 仕事につあると考えています。今後もこの分野の仕事につ
いては強化して取り組んでいきます。

申し上げてまいりましたとおり、2018年は様々な取
組みを⾏なってきました。今後もダイナックの強み
をブラッシュアップしながら、常に事業を中期的に
拡⼤し くような取組みを続け きます の拡⼤していくような取組みを続けていきます。この
後、今年度の取組みを話しますが、キーワードは構
造改⾰、それから、基盤整備へ積極的に投資、この
ような取組みを今後、進めていきます。
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2019年12⽉期の取組みです。

強みをブラッシュアップして、いつの時代も選ばれ
るブランドとなるための取組みです。

取組み内容の３つの⾻⼦ですが、表現が若⼲変わっ
ている部分がありますが、例年取り組んでいる３つ
の重点施策と考えています。

こちらは昨年もご覧いただいたと思いますが、弊社
の強みをどのように定義しているかを表したもので
す。まずは事業ポートフォリオです。直営の飲⾷ビ
ジネス、それから受託ビジネス、この両輪で我々の
事業を構成しています。これらはお互いに相乗効果
もあり それぞれの事業でチャンスを⽣み出していもあり、それぞれの事業でチャンスを⽣み出してい
くということです。それを⽀えるのが⼀番下にあ
る、創業60年の実績とサントリーグループの⼀員で
あるという信⽤⼒・ブランド⼒です。また、培って
きた⼈材⼒、これらが基盤となって直営ビジネス、
受託ビジネス両輪で弊社の成⻑を推進しています。
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直営の飲⾷ビジネスへの投資では、全業態の共通
バックヤードを強化して、より効率化を重視してい
きます。弊社は記載の通り多くのブランドを有して
います。バックヤードでは、メニュー、レシピ、教います。バックヤ ドでは、メ ュ 、レシピ、教
育、さらにパートナーの皆様の⼈材の共有化、必ず
しも１つの店舗だけではなく、複数の店舗でもお仕
事していただくような共有化、共通化といった点を
ここ近年注⼒して進めています。先述の各業態を横
串で展開したような60周年キャンペーンなども可能
になったと思っています。今後もその中から、新し
いブランドであったり、リ・ブランディングを強⼒
に進めていきたいと考えています。

次に受託ビジネスでございます。

これは2012年と2018年で⽐較しており、着実に成
⻑してきました。ゴルフクラブレストランにつきま
しては、業界第4位とは⼤きく差をつけたトップ３
の中にいると認識しており、運営受託会社として多
くのゴルフクラブ様から選んでいただいています。
また、道の駅等につきましても着実に拡⼤していま
す 2019年に１件 ⾼速道路のパ キングエリアです。2019年に１件、⾼速道路のパーキングエリアで
⼤型の案件が決まっており、こちらも着々と、弊社
の仕事の領域が広がっていると考えています。
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マーケティングシステムの強化ですが、これは直
営のバー・レストランビジネスに関わるところで
す。左側の公式ホームページによる集客強化です
が お客さまに弊社の店舗を選んでもらう際 ぐが、お客さまに弊社の店舗を選んでもらう際、ぐ
るなび様、⾷べログ様、ホットペッパー様といっ
たネットがあるわけですが、やはり弊社⾃⾝が情
報発信をするホームページをしっかりと充実させ
て、弊社⾃⾝のホームページから店舗を選んでい
ただけるように、より強化していく取組みを進め
ています。昨年の６⽉に全店リリースを完了して
いますので、弊社のホームページから、お客さま
にお問い合わせやご予約をいただくという⽅向に
変わってきています。今後さらに強化していきた
いと思っています。

それから右側の倶楽部ダイナックですが、倶楽部
ダイナックは昨年末時点で実働会員様34万⼈とな
り、毎年多くのお客さまに⼊会いただいている状
況で、３年後には40万⼈に達するのではと考えて
います。今春にはもっとお客さまに便利に楽しく
お使いいただけるようリニューアルします 詳細お使いいただけるようリニューアルします。詳細
につきましては、ここではご説明を控えさせてい
ただきますが、よりお客さまとのつながりを強く
する為に、弊社の店舗を利⽤し、ダイナックへの
ご理解を深めていただく、そのようなマーケティ
ングツールとして倶楽部ダイナックを強⼒に進め
ていきます。
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次に⼈材獲得への投資です。

弊社の事業を⽀え、成⻑させるのは⼈材のパワーで
す。ダイバーシティ、働き⽅改⾰といった、世の中
全体の変化の中で従業員⼀⼈ひとりが能⼒を最⼤限
発揮できるような環境を整えるために、まずはしっ
かりとした働きやすい環境をつくっていくことに
よって、多くの⽅にダイナックで我々と⼀緒に仕事
をしていただきたいと思っています。同時に⻑時間
労働の問題、有給休暇の問題、このような点もしっ
かりと解決し くとともに 今後 とを考えかりと解決していくとともに、今後のことを考え
て、様々な雇⽤形態であったり、パートナーという
枠でひとくくりに考えるのではなく、技能を持った
⽅には採⽤条件等についても柔軟に対応していきた
いと思っています。

それから ⼈材教育 研修では ダイナックで働くそれから、⼈材教育、研修では、ダイナックで働く
約6,200⼈ほどのパートナーの皆様それぞれが､働
きがいを感じ、また、⾃ら成⻑できるという⾵⼟を
つくっていきたいと考えており、様々な施策を今後
も展開していきます。

既にご案内しておりますが、経営のスピードアップ
を⽬的に４⽉に事業会社の分割を⾏ないます。直営
のバー・レストラン、それからケータリング事業を
担う株式会社ダイナック、そして、ゴルフクラブレ
ストラン、道の駅、サービスエリア等の事業を担う
新会社、ダイナックパートナーズです。この２つの
会社に事業会社を分割することで、それぞれの事業
が置かれた環境に即した、現場寄りの経営判断とそ
のスピードアップを⼀層進めていきたいと考えてい
ます。
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緑の部分のダイナックパートナーズ、下の⾚い部分の
ダイナック、両⽅で成⻑しながら年平均103％ぐらい
で、21年までの中期の姿を描いています。特にダイ
ナックパートナーズは、今年も１つ⼤型の仕事が決
まっていると申し上げましたが、その先も布⽯は打っまっていると申し上げましたが、その先も布⽯は打っ
ておりますので、成⻑という⾯では⾮常に期待が⼤き
いです。また、ダイナックは、新しいブランド、そし
てリ・ブランディングを中⼼として新たなお客さまへ
の接点を拡⼤していくとともに、基盤となる機能・
サービスをしっかりと充実させていく取組みを進めて
いく中期活動になります。

少し⻑いレンジで⾒ていただきます少し⻑いレンジで⾒ていただきます。

15年、16年あたりを１つの⼭としまして、17年、18
年は売上を伸ばせていません。また、利益⽔準が下
がっています。これはコスト要因が強く効いたという
ことです。⼀⽅で、売上がそう簡単に上がらないとい
う苦しい状況でした。しかしながら、昨年もそうでしう苦しい状況でした。しかしながら、昨年もそうでし
たが、申し上げてきたような新しい取組みを進めてき
たことから、今後、⼤きなＶ字回復とはなりません
が、着実な成⻑を進めていく、遂げていくという３年
間の計画になります。ダイナックの強みをしっかりと
⾃分たちで認識し、それを磨いていく。特に⼈材が⼤
きなキーになると思っています。ダイナックのこれか
らの３年間はここが１つの勝負どころだと認識してい
ます。
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2019年12⽉期の通期業績予想です。

売上⾼につきましては375億円。前年に対して約14
億円増という計画です。この増分の⼤半は、昨年出
した新店舗、業態変更をした店舗、そして今年予定
している直営のバー・レストランの出店に加え ゴしている直営のバー・レストランの出店に加え、ゴ
ルフクラブレストラン、⾼速道路のパーキングエリ
アの受託に因るものです。

営業利益については、昨年は⾮常に厳しい状況でご
ざいました。その反省を踏まえた上で、⼈件費を中
⼼としたコストについては、使うべきところは重点
的に投資する⼀⽅で、やり⽅を変えるべきところは
しっかりと変えていく、という計画を⽴てており、7
20百万円と予想しています。経常利益もほぼ同様の
考えで750百万円と⾒込んでいます。親会社株主に
帰属する当期純利益は310百万円と、それぞれ増
収・増益を⽬論んでいます。昨年は売上含めて期初
の予想とは違う展開となりましたが、今期はそうな
らないようにしっかりと運営していきたいと考えて
います。

店舗の状況です。

出店については合計10店舗を計画しています。こ
れはほぼ確実な数字です。従いまして、バー・レ
ストランにつきましては、良いお話があった場合
にはさらにここから上向きに振れることもありえ
ると考えています。閉店については、これもご説
明しましたが今はどうしても定借期限のところで
なかなか先に続かないケースもありますので、そ
ういった事情もこのバー・レストラン８店舗の閉
店という数値に含まれています。
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ゴルフクラブレストランについては、昨年６場の閉
店がありましたが、今期については先ほど申し上げ
たような事情はありませんので、閉店は１店舗と⾒
込んでいます。

結果として、期末の店舗数は2018年末よりも増えな
いことになりますが、構成は⼤きく変わっていきま
す。このような形で店舗数について捉えていきたい
と思っています。

最後に、配当です。

ここ数年配当させていただいている中間６円、期末
６円の計12円配当を続けさせていただこうと現段階
では考えています。

以上、簡単ではございますがご報告させていただき
ました 冒頭申し上げた通り 昨年は想定して なました。冒頭申し上げた通り、昨年は想定していな
かった天候不順等の影響がありました。それから⼈
件費の増加も想定以上でした。今年については、天
候は不明ですが、少なくとも昨年の反省を踏まえた
上での経営をしっかりとやっていきたいということ
と、昨年持株会社化し、持株会社と事業会社ダイ昨年持株会社化 持株会社 事業会社
ナックという形にしました。様々な意思決定ルール
等も含めてスピードが⾮常に上がってきた実感があ
ります。この４⽉にさらに分社化することによっ
て、現場に近いところに様々な意思決定を委ねて経
営スピードを上げていくということを推進していき
ます。これからの３カ年の成⻑という⾯である種の
⼿応えを感じながら、進めてまいります。

ご清聴ありがとうございました。

17


