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2．2019年12⽉期 取組みの進捗状況

〔 業 績 〕 新店効果により売上⾼は約７億円増加。原価増の影響もあり、営業損益はほぼ横ばい。
〔 既 存 店 〕

サ マ リ ー

バー・レストラン： 売上⾼は前年同期を少し下回るも、客単価はやや上昇。

3．2019年12⽉期 通期業績予想

〔 出 店 〕 新規出店４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： 売上⾼は前年同期を少し下回るも、客単価はやや上昇。
ゴルフクラブレストラン： 前年の天候不順の裏返しもあり、売上⾼は前年同期を上回る。

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持続成⻑のための⼈材基盤整備へ積極投資→強みである「⼈財パワー」をさらに強化

②直営ビジネス⾼付加価値化

③受託ビジネス拡⼤

〔業績予想〕 売上⾼375億円、経常利益7.5億円

〔 １ 株 当 た り 配 当 〕 2019年12⽉期中間

③受託ビジネス拡⼤

: 6円
： 6円（予想）
： 12円（予想）

期末
年間

2019年12⽉期 第２四半期の業績ダイジェストです。新
店の影響により売上⾼が増加しました。

特に、本年3⽉中旬にオープンした三重県の鈴⿅パーキ
ングエリアが⾮常に⼤きく影響しています。

⼀⽅、コスト⾯ですが、⼈件費の増加に加えて、鈴⿅
パーキングエリアや昨年オープンした道の駅の物販関連
の商品原価の増加がありました。こちらは飲⾷とは原価
の構造が少し違っており、これらの影響により、前年に
対 原価が⼤きく増加 た

1

対して原価が⼤きく増加しました。

結果として営業損益は、ほぼ前年並みで留まっていま
す。



また、経常利益につきましては、昨年はビルの事情に
よる退店等に伴う営業補償収⼊がありましたが、本年
は減少しており、その分の差異が出ています。

売上⾼前年⽐の状況です。

閉店がありましたが、既存店につきましては、トータル
では少しプラスとなりました。バー・レストランは残念
ながら100％には届きませんでしたが、ゴルフクラブレ
ストラン、先ほど申し上げた道の駅、サービスエリア等
を含めるとトータルで100％を少し超えました。

新店ですが、昨年の新規店舗、本年の新規店舗の売上⾼
が、ともに増分に寄与しています。
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店舗状況です。

出店はバー・レストラン２店舗、ゴルフクラブレストラ
ン１店舗、その他受託１店舗と、合計４店舗です。

ゴルフクラブレストランをもう少し上半期で出したかっ
たものの、ほぼ当初⾒込んでいたとおりです。

⼀⽅、業態変更は４店舗、閉店が10店舗となり、ほぼ当
初の計画どおりです。

従いまして、上期の終了時点でトータル248店舗とな
り、昨年期末と⽐べて６店舗減となりました。

第2Qの決算ハイライト 損益計算書です第2Qの決算ハイライト、損益計算書です。

売上は先ほど申し上げたとおり、18年、19年の新店寄与
分が効いて約700百万円増となります。

売上原価ですが、現場に係るコスト、⼈件費、材料費、
商品原価、経費等々は全部ここに含まれます。⼤きくは
採⽤ 教育等に係る⼈件費増 道の駅・パーキングエリ採⽤、教育等に係る⼈件費増、道の駅 パ キングエリ
アの売上増に伴う商品原価増により、前年より700百万
円を超える⽔準となりました。その結果として、売上⾼
は700百万円増加しましたが、残念ながらプラスとはな
りませんでした。

販売管理費については、出店・業態変更に伴う⼀時費⽤
が昨年よりも減少しました。

営業外収⽀は、店舗に関わる営業補償⾦が減少したた
め、前年⽐減となりました。

特別損益で減損損失の減少、改装等に伴う固定資産除却
損の減により若⼲増益となっています。
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貸借対照表です。

総資産は14,659百万円で、前事業年度末と⽐べて27百
万円減です 上半期は期末に対して若⼲減るというのが万円減です。上半期は期末に対して若⼲減るというのが
通例で、その範囲内と考えています。

主な増減ですが、新規出店に伴い固定資産のうち有形固
定資産が前事業年度末と⽐べて約300百万円増加しまし
た。その他の項⽬につきましては資料をご参照いただけ
ればと思います。

振り返りますと18年上半期は、店舗等を含めて不安定な
要素が多くありました。今期につきましても、⼈件費を
はじめとした様々な費⽤が、当初の想定どおりとなら
ず、ややプッシュいたしました。

今期⼤型の店舗としてオープンした鈴⿅パーキングエリ
アですが、これは商品原価の⾮常に⾼い商売です。ここ
の売上ウエイトが⼤きく原価構造を変えてきたことと、
まだオープンしたばかりで想定どおりのオペレーション
が出来ていないこと、これらの事情が、上半期を振り
返った経営の数字の状況と考えています。
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ここから当期の取り組みの状況についてお話しします。

まず最初に事業環境の認識です。

経済環境全体で捉えると、世界景気に対する警戒感、⽶
中の問題等、楽観視できる状況ではないと考えていま
す。また、３番⽬の業界環境は、特に都⼼部の⼈⼿不⾜
が深刻です。⼈⼿の確保の問題、それに伴う時給単価の
アップによる⼈件費の上昇といった、⼈に係る関連費⽤
がこの業界にとって⾮常に⼤きな環境変化の要素になっ
ています。それから⾷材価格の⾼⽌まり、物流関連コス
トといった問題もあります エネルギ コストも上昇傾トといった問題もあります。エネルギーコストも上昇傾
向にあると認識しています。

事業環境として⼤きいのは、制度改正における働き⽅改
⾰の問題です。特に、我々の業界にとって⾮常に⼤きな
テーマである来年4⽉の受動喫煙の防⽌対策について、
どのような考え⽅で取り組んでいくのか。また、今年10
⽉に予定されている消費増税と軽減税率の問題。これら
について今後取り組んでいかなければならず、厳しい事
業環境を想定しています。

19年12⽉期の取り組みです。

当社の強みをさらにブラッシュアップして、いつの時代
でもお客さまに、世の中に選ばれるブランドをしっかり
と作り上げていく、これを中期的な重点テーマとして掲
げています。

そのために魅⼒ある店舗、料理、⼈材の基盤整備へ積極
的な投資を継続していきます。

取り組み内容の⾻⼦は３つです。

それぞれどのような内容に取り組んでいるのか申し上げ
ます。
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⼈材の基盤整備ですが、この業界では⼈材は⼀番の重要
な経営資源です。⼈材基盤整備のための採⽤強化、お客
さまに伝わるおもてなし教育、これらについて今後さら
に強化していきます。

２点⽬は、直営ビジネスの⾼付加価値化をキーワードに
して、新規出店、リ・ブランディングを展開していま
す。

３点⽬は、受託ビジネスの拡⼤です。ゴルフ場の新規案
件については、既に3件獲得しました。それからサービ
スエリア パ キングエリア等の⼤型施設についてもスエリア、パーキングエリア等の⼤型施設についても、
７⽉末までに２件、新規にオープンしています。これに
ついては後ほど触れます。

私どもの強みと認識している⼈材ですが、この「⼈財パ
ワー」をさらに強化していきます。⼈財パワーを常に磨
き続けていくことが当社にとって⼀番重要だと考えてい
ます。ダイバーシティ、働き⽅改⾰といった社会の変化
に対応しつつ、従業員１⼈１⼈が能⼒を最⼤限発揮でき
るように、単なる⼈の確保、⼀般的な教育研修というこ
とにとどまらず 働き⽅そのものを時代に 働く⼈たちとにとどまらず、働き⽅そのものを時代に、働く⼈たち
のニーズに合わせ、より安定して働ける職場環境をつく
る。このような視点での働き⽅改⾰です。また、教育・
研修では、⼈を育てる⾵⼟と仕組みについて⼀層強化し
たいと思います。

これからの時代は、現在我々と⼀緒に働いていただいて
いる社員、パートの皆様⽅がいかに⼒を発揮して、毎年
成⻑してくれるかという点が⾮常に⼤きなテーマになり
ます。社内で様々な仕掛けを考えていきたいと思ってい
ます。
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その１つの事例として、この上期から新⼈パートナー向
けなどの動画研修を導⼊しています。これらは社員向け
も含め、⾊々な形で動画コンテンツを充実させていま
す。実際に導⼊してみると、使い⽅はまだまだあると実
感しています。同時に、⾔語の問題もここで乗り越える
ことができます。様々な⾔語で、例えば、ベトナムご出
⾝の⽅にベトナム語で動画を⾒ていただくことができま
す。このようなことを今後も拡充させて、現場に近いと
ころでより分かりやすく、様々なスキルを⾝に付けてい
ただきたいと考えていますただきたいと考えています。

⼀⽅、フェイス・ツー・フェイスの話です。例を挙げる
と、当社のフラッグシップ業態である響のブラッシュ
アップ研修があります。外部のコンサルの⽅にもご協⼒
いただき、⼀度外部の⽬も含めて現状を⾒直し、どのよ
うにブラッシュアップするのか、という取り組みを始め
ています。

また、海外研修も実施しています。海外のアッパー業
態、現地では響の３倍ぐらいの客単価をいただくような
レストランで、現地の⽅と交流しながら響のスタッフに
実際にオペレーションさせることで、刺激を受けてもら
うということも⾏っています。

他にも、ワイン倶楽部やゴルフクラブレストランなどの
業態の特性に合わせ、様々な形の新しいスタイルの⼈材
教育に取り組んでいます。
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従業員に、ダイナックで働けて嬉しい、成⻑できると
思ってもらえるような職場環境を作っていく。これはま
だまだ課題が多くありますが、そのような視点を持ちな
がら お客さま満⾜と従業員満⾜ CSとESの両輪ががら、お客さま満⾜と従業員満⾜、CSとESの両輪が
しっかりと回っていく体制作りが、⼈材基盤整備への取
り組みだと当社は考えています。

経営スピードアップに向けた構造改⾰を実施しました。

昨年７⽉に当社は持株会社体制に移⾏しました。さらに
本年４⽉にバー・レストラン ケータリングのビジネス本年４⽉にバー・レストラン、ケータリングのビジネス
を担う事業会社ダイナックと、ゴルフレストラン、道の
駅、サービスエリア等の事業を担うダイナックパート
ナーズの２社に分割しました。それぞれが置かれている
状況に合わせて、新規の活動、既存店舗のレベルアッ
プ、ブラッシュアップを進めています。

現場に近いところで、責任を持って仕事を回していくこ
とが最⼤の⽬的です。まだ始まったばかりですが、着実
に進んでいくと認識しています。
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直営ビジネスの⾼付加価値業態へのシフトです。

上期はラ・ブーシェリー・エヴァンの浜松町店と、⼤阪
の⾁バル ガブルOBP店の2店舗を新規出店しました。両
店とも⾁を前⾯に出した業態です。

ワイン倶楽部の業態から、お客さまにさらに⾼付加価値
な、リッチなものを選んでいただける業態として展開し
ました。

続いてリ ブランディングです続いてリ・ブランディングです。

コトブキについては、2018年に新店と業態変更含め３店
舗出店しました。

店舗状況をしっかりと検証した上で、当期は、咲くら⼤
⼿町店を東京コトブキ⼤⼿町店に、⿃どりの⻁ノ⾨店を
⾁のコトブキ⻁ノ⾨店に業態変更しました⾁のコトブキ⻁ノ⾨店に業態変更しました。

このように、当社が持っている物件を新たな姿に変える
ことで、お客さまに新しいご提案をするという取り組み
を進めています。始めたばかりですが、堅調にスタート
を切れているという認識です。
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洋⾵店のモツーダです。2018年から東京の⼤⼿町、神保
町で展開しています。上期には⼤阪マルビルのマルデ
ボッカという店舗をリニューアルしました。

次にイタリアンのパパミラノです。こちらもパパミラノ
⼋重洲店、新宿三井店の２店舗を16年と18年に、同じパ
パミラノの屋号ですが、中⾝を⼤幅に変えた銀座ワイン
⾷堂パパミラノへとリニューアルしました。続いて本年
においては、東京駅のパパミラノ サピアタワー店を銀座
ワイン⾷堂パパミラノ サピアタワー店としてスタートし
ました こちらは想定どおりのスタ トダッシュが切れました。こちらは想定どおりのスタートダッシュが切れ
たという認識です。新しい形で、より専⾨性を⾼めたご
提案をお客様にできるような取り組みを進めています。

お客さまよりご⽀持いただいている倶楽部ダイナックで
すが、２⽉にリニューアルを実施しました。

倶楽部ダイナックだけではなく、⾃社メディア、ダイ
ナックの公式ホームページからの情報提供に加えて、公
式ホームページからお客さまがご予約等のコミュニケー
ションが取れるように取り組んでいます。

倶楽部ダイナックは2021年の会員⽬標数40万⼈に向
け、多くのお客さまに加⼊いただいています。WEBから
お客さまにご登録いただくということをこの２⽉からの
リニュ アルで強化していきますリニューアルで強化していきます。
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受託ビジネスです。

ゴルフクラブレストランは、８⽉に埼⽟県と岐⾩県の2
場で受託を開始しました。埼⽟県は、有名な清澄ゴルフ
倶楽部様です。岐⾩県の明智ゴルフ倶楽部様は54ホール
という⾮常に⼤規模なゴルフ場ですが、お話を頂戴し、
受託をスタートさせていただきました。

現時点でも５件から６件ぐらいの著名なゴルフ場様から
並⾏してお話を頂戴していますので、下半期、来年に向
け⾮常に期待しています。毎年着実に５場程受託を拡⼤
しながら 100場の受託を近い将来の⽬標として掲げてしながら、100場の受託を近い将来の⽬標として掲げて
います。

サービスエリア、パーキングエリアです。

三重県の鈴⿅に新たに新名神⾼速道路が開通しました。
そのエリアに、鈴⿅パーキングエリアPIT SUZUKAが
オープンしました。

このパーキングエリア全体の運営を当社が受託させてい
だ 本 ⽊ ビ 運営ただきました。⻄⽇本では三⽊サービスエリアの運営を

を20年以上受託しておりますが、エリア全体をお受けす
るという形は久しぶりになります。特にNEXCO中⽇本様
と初めて組ませていただいたことは⾮常に⼤きな成果だ
と思っています。

まだ始まったばかりですので これからもオペレーショまだ始まったばかりですので、これからもオペレ ショ
ンを充実しなければいけませんが、年間の売上は1,000
百万円から1,500百万円と想定しており、とても⼤きな
ビジネスと認識しています。
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続いて、東北⾃動⾞道の蓮⽥サービスエリアです。

こちらではフードコートの中のワンテナントで、焼き⿃
丼と親⼦丼の店、⿃どりをオープンしました。NEXCO東
⽇本様とお仕事させていただくのは、こちらも初めてと
なります。

７⽉29⽇にオープンしたばかりで、これからお盆に向け
⾮常に忙しい時期を迎えようとしています。今後⼤きく
期待したいと思いますし、NEXCO東⽇本様ではこのよう
な⼤型サービスエリアのフードコート型でテナント出店
されているところが多々ありますので 今後チャンスでされているところが多々ありますので、今後チャンスで
はないかと思っています。まだ不透明な点はあります
が、100百万円を超える売上になると思います。

2019年から2021年までの中期経営計画について、今申
し上げたことを続けながら成⻑を⽬指します。

冒頭触れましたように、当社の業界を取り巻く事業環境
は決して楽なものではありません。今後も不確定要素は
多々あると思います。来年のオリンピックが、当社に
とって、どう転ぶか分かりません。不確定なことを我々
も想定しながら、当社の強みをしっかり活かせるように
基盤整備をし、必要なところにしっかり投資をしていき
ます。
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通期業績予想です。

上半期については、利益⾯では予想に届かずでしたが、
現時点においては通期予想は期初に発表させていただい
たとおりとしています。たとおりとしています。

昨年は台⾵や地震といった様々な災害がありました。今
年は同じことは起きないと考えていますが、しっかりと
下半期の活動を続けていきます。

出店 閉店の⾒通しです出店・閉店の⾒通しです。

年間では出店が８店、業態変更が４店、閉店が11店とい
う⾒通しです。期末時点で251店となり昨年期末に対し
て３店ほど店数は減少となりますので、⼤幅に店数を伸
ばしていく状況にはないと思っています。着実に良い案
件を増やしていきたいと考えています。件を増やしていきたいと考えています。
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配当につきましては、中間期の配当は６円とさせていた
だきます。期末配当も現段階では６円と予想し、昨年同
様12円の年間配当を実施させていただきたいと思ってい
ます。

以上、上半期の決算内容および現在の取り組み状況につ
いてご報告申し上げました。

ご清聴ありがとうございました。
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