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1．2019年12⽉期 決算説明
2．前期の振り返り 及び 当期の取組み

〔 業 績 〕 新規出店により売上⾼は前年⽐増。利益⾯では⼈件費増等の影響により減益。

〔 既 存 店 〕

サ マ リ ー

バー・レストラン： 店舗の選択と集中を実⾏。客数減により売上⾼は前年⽐微減。

3．2020年12⽉期 通期業績予想

〔 出 店 〕 新規出店9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： 店舗の選択と集中を実⾏。客数減により売上⾼は前年⽐微減。
ゴルフクラブレストラン： 秋の台⾵の影響を受けたものの、⽐較的天候に恵まれた結果、

売上⾼は前年⽐増。

①既存業態の付加価値UP
現場QSC徹底強化 → 店舗運営の“質”を向上

「⾼品質業態づくり」への回帰 ■経営資源を最適化し、筋⾁質の経営へ

・現場QSC徹底強化 → 店舗運営の“質”を向上
・主⼒ブランドの強化 → 「響」を磨き上げ、その効果を他ブランドに横展開
・業態バリューアップの推進 → 外部リソースを活⽤し、クリエイティブ⼒を強化

中核となる新業態開発を進める
・海外初進出 → レストランサントリーホノルル「燦⿃」を⼦会社化

②⼈材・サービスの更なる向上
・⼈材確保と働く環境整備 → ⼈材採⽤・働く環境を再整備し、⼈財パワーを最⼤化

〔業績予想〕 売上⾼378億、経常利益2.7億円

〔１株当たり配当（予想）〕 2020年12⽉期中間： ６円

・⼈財教育・研修のWeb化推進 → 新⼈向けWebオリエンテーション、動画配信等Web化
を推進、多国籍パートナーへも対応

・倶楽部ダイナックパワーの最⼤化→20周年を切り⼝にプロモーション・キャンペーンを展開、
今期末までに会員数38万⼈へ

〔 株当たり配当（予想）〕
期末： ６円
年間：12円

2019年12⽉期の業績ダイジェストです。
⾮常に厳しい業績結果となりました。
売上⾼については、直営ビジネスにおいて店舗の選択
と集中を実⾏しました。閉店による影響はあるものの
、新店の増収効果や受託ビジネスによる売上貢献もあ
り、前年を上回る結果になりました。
⼀⽅で営業利益は⼈件費増等のコスト増を吸収でき
ず、減益となりました。特に採⽤費や教育費、時給単
価の上昇が⾮常に⼤きく影響しました。
また、経常利益についても営業補償収⼊の減少が影響
し、前年を下回りました。
さらに 現在 厳し 状況を踏まえた上 現段階
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さらに、現在の厳しい状況を踏まえた上で、現段階で
収益貢献度の低い店舗については早期撤退を決定しま
した。それにより、特別損失470百万円を計上しまし
た。



決算説明会レポート
2019年12⽉期 決算説明会

売上⾼前年⽐の状況です。
バー・レストランは前年⽐100％を少し下回りました。
ゴルフクラブレストランは前年⽐102％でした ⽐較的ゴルフクラブレストランは前年⽐102％でした。⽐較的
天候に恵まれることが多かったゴルフクラブレストラ
ンでしたが、秋の台⾵は相当に影響を受けました。
既存店全体は売上⾼は前年⽐100％を超えられました
が、客数においてわずかに100％に届かなかったという
結果です。18年と19年の新店の売上増が貢献し約1,100
百万円の増収となりました。

店舗の状況です。
出店は合計９店舗、業態変更が４店舗、閉店が14店
舗となり、閉店の店舗数がやや多くなりました。
結果として、期末の店舗数は249店舗となり、期初
に⽐べて店舗数は減少しています。
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損益計算書です。
売上⾼は先程申しあげたとおりです。
売上原価は前年⽐増となっています。⼈件費増に加え
、道の駅・パーキングエリア（PA）での原価増が要因、道の駅 パ キングエリア（PA）での原価増が要因
です。⼤規模な道の駅・PAにおいて、物販が多く占め
ている為、バー・レストランに⽐べ原価率が⾼くなり
ます。これらが⼤きく影響しています。
営業外収⽀における前年⽐減の要因は、店舗に関わる
営業補償⾦受け⼊れ減によるものです。
特別損失については14店舗の閉店が影響しています。
これらの結果、各利益段階で前年⽐減となり、⾮常に
厳しい経営成績であると認識しています。

貸借対照表です。
当連結会計期末における総資産は、14,852百万円とな
り、前事業年度と⽐べて166百万円の増加となります。
主な増減要因としては、投資有価証券や繰延税⾦資産
の増加に伴い、固定資産が前事業年度末と⽐べて295百
万円の増加となりました。
その他の増減要因につきましては お⼿元資料でご確その他の増減要因につきましては、お⼿元資料でご確
認下さい。

キャッシュフローの状況です。
営業活動の結果得られた資⾦は979百万円 投資活動営業活動の結果得られた資⾦は979百万円、投資活動
の結果使⽤した資⾦は1,334百万円、財務活動により
得られた資⾦は245百万円となりました。
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109百万円減少し、587百
万円となりました。
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前期の振返りおよび、当期の重要施策についてご説明
します。
まずは、事業環境です。
外⾷業界では弊社に限らず、全体としてアゲンストの
状況が続いているのではないかと考えています。ご承状況 続 考
知のとおり、2020年度は受動喫煙の問題や、2019年
第4四半期における消費増税、これらの影響がどの程
度明確になるかといった点が、注視すべきポイントだ
と思います。
もちろん、夏場のオリンピックもあります。オリンピ
ックはまだ状況が⾒えていませんが、状況によってマ
イナスとプラス、どちらにも動くだろうと認識してい
ます。

2018年に持株会社化し、2019年には直営ビジネスを
担う株式会社ダイナック、受託ビジネスを担う株式
会社ダイナックパートナーズという事業会社に分割
しました。
今の段階では道半ばですが、意思決定⼒と経営のス
ピードは従来よりも早くなったと評価しています。
今後も、この取り組みが成果として表れることを期
待しています待しています。
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19年12⽉期の各事業の振り返りです。
魅⼒ある店舗 料理 ⼈材の基盤整備へ積極投資を⾏魅⼒ある店舗、料理、⼈材の基盤整備へ積極投資を⾏
いました。直営ビジネスにおいては、既存店売上⾼は
前期並みで推移したものの、⼈件費等のコスト増を吸
収できていない状況です。外部環境が⾮常に厳しい中
ではありますが、新規出店は3店舗、リ・ブランディン
グは4店舗実施しました。
また、受託ビジネスですが、信頼と着実な実績を基に
、⼤型パーキングエリアである新名神⾼速の鈴⿅パー
キングエリアの受託を獲得しましたキングエリアの受託を獲得しました。
ゴルフクラブレストランも想定どおりに推移していま
す。⼤型施設の開業に伴い、売上⾼が⼤幅増となりま
したが、利益貢献まで⾄らない結果となりました。こ
れは後ほど触れますが、⽴ち上がりから当初想定通り
のオペレーションとはならず、収益貢献までやや時間
が掛かったことによります。この点については、昨年
の下期から⼈件費、商品の販売構成等含め、様々な⾒
直しを進めています直しを進めています。

ゴルフクラブレストランは昨年、新たに3場の受託を獲
得し、現在74場となりました。
ここ数年の⽬標として毎年5場分の新規受託を考えてお
り 近い将来100場を⽬指していますり、近い将来100場を⽬指しています。
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サービスエリア、パーキングエリアの受託です。
新名神⾼速道路の鈴⿅パーキングエリアは、弊社にとって
三⽊サービスエリアに続いて⾼速道路で2施設⽬の受託と
なります。オープンから弊社の想定以上のお客様が来られ
オペレーションも逼迫していましたが、その後は安定した
運営が出来ています。運営が出来ています。
ただ、パーキングエリアとして想定していた売上構成と異
なり、この鈴⿅パーキングエリアは、商品原価バランスの
点でサービスエリアに近い売上構成になっています。その
ため、現在オペレーションや⼈の配置等々、下期から体制
を変更しています。
次は、東北⾃動⾞道、蓮⽥サービスエリアの「⿃どり」に
ついてです。
サービスエリアのフードコートの中のテナントですが、都サ ビスエリアのフ ドコ トの中のテナントですが、都
市部で営業しているバー・レストランのブランドをフード
コート型にする初めての取組みです。
今後も東⽇本⾼速道路様の関係では、このようなテナント
型出店が多くありますので、ここを⾜掛かりに新しくチャ
ンスを獲得していきます。

続いて、現在進めている2020年当期の取り組みです。
まず、直営ビジネスです。
⼤きなテーマである「⾼品質業態づくりへ」の回帰として
、筋⾁質な経営を進めていきます。既存業態の付加価値を
上げていき、⼀番⼤事な⼈材、⼈を通してのサービスの更
なる向上という点に重点を置いた活動を⾏います。

バ レストランを中⼼に現場の⼒ 現場のQSCを⽣バー・レストランを中⼼に現場の⼒、現場のQSCを⽣
み出す⼒、そのQSCを磨き上げる⼒を更に⾼めていき
ます。そのために各部⾨のマネジャーが現場に密着す
る体制にしています。管理というよりも、現場の中に
⼊って現場の⼒を⾼めることに重点を置き、店舗の質
を向上させていきます。それらによりお客様との接点
の価値を今よりも上げていきます。
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QSCの磨き上げの⼀貫では、弊社にとってのフラッグシ
ップ業態である響におきまして、おもてなしを徹底的に⾼
めていこうというプロジェクトを昨年から進めています。
接客⻑という新しい役割を設けたり 外部のコンサルを活接客⻑という新しい役割を設けたり、外部のコンサルを活
⽤した研修も続けています。
また、響の設備や⾷器をはじめとする備品を、思い切って
新しいものに変えていくための投資も⾏っています。主要
メンバーに対しては海外研修も実施しました。
昨年のバー・レストラン部⾨の新⼊社員のOJTでは、響で
の研修を最低3か⽉間⾏いました。まずは響でのQSCを徹
底して教え込み、バー・レストラン全体のQSCの向上に
繋げていこうとしています。繋げていこうとしています。
事業環境そのものは⾮常に厳しく、コストも上がるという
状況ですが、弊社が勝負するのはやはりQSCの部分です
ので、必要な投資を⾏いながら現場のQSCをいかに上げ
ていくか取り組んでいる最中です。

2019年11⽉に、カームデザイン社と資本業務提携をしま
したした。
狙いは、外部のクリエイティブパートナーと連携しなが
ら業態開発⼒を強化し、店舗デザインを向上させること
です。カームデザイン社⾃体で直営ブランドも展開して
いますので、コラボレーションも進めていきます。
具体的な提携の取り組みとして、横浜モアーズのパパミ
ラノをカームデザイン社のブランドであるgood spoonに
業態変更する取り組みを実施します。
3⽉にオ プン予定ですが ⾮常に期待しており カ ム3⽉にオープン予定ですが、⾮常に期待しており、カーム
デザイン社のgood spoonの商業施設型展開の第1号とい
う位置付けです。
今後はgood spoonに限らず、洋⾵の業態はもちろん、弊
社の中核である和⾵業態の「⿃どり」等含め、様々なご
意⾒をいただきながら既存ブランドのブラッシュアップ
についても取り組んでいきます。

7



続いて、ダイナックグループの海外進出についてです。
レストランサントリーホノルル「燦⿃」を⼦会社化しま
す。レストランサントリーホノルルはホノルルでも歴史
ある⾼級和⾷店と位置付けされているお店です。今回弊
社が51％の株式を取得し、⼦会社化することになりまし
た。
これにより、社内のモチベーションアップや社外からの
⾒る⽬の変化、国内での様々な飲⾷ビジネスとのシナジ
ー、そして今後の海外展開を⾒据えた上での1つのスタ
ディというプラス⾯もあると思っています。
⼦会社化は4⽉ですので、4⽉以降は弊社のマネジメント
となります。
ダイナックからはメンバー2名が出向し、ハワイで活躍
してもらう予定です。

⼈材確保と働く環境整備についてです。
冒頭にも申し上げましたが、弊社のビジネスにおいて
は、従業員にいかに活躍してもらうかが極めて重要で
あり、そのための環境整備を進めることができるかと
いう点が⾮常に重要なテ マですいう点が⾮常に重要なテーマです。
様々なことに着⼿していますが、⼈事制度の改⾰につ
いては、これまでの数字や結果中⼼の⼈事の⾒⽅から
、活動・プロセス、または本⼈の能⼒中⼼の⾒⽅がで
きるような制度に変えます。
採⽤活動においては、採⽤費が⼤きな負担になってい
る中、リファラル採⽤などを活⽤するとともに、弊社
で⻑く活躍していただける⽅々の採⽤を進めていきま
すす。
働き⽅改⾰については、様々なパターンがあります。
ダイバーシティへの取り組みということで、多様な働
き⽅をしていただける皆様には、株式会社ダイナック
の働き⽅と株式会社ダイナックパートナーズの働き⽅
が違っていても良い、という発想で、⾊々と制度を整
備していきます。働きたい皆様のニーズに可能な限り
合わせられるよう、取り組んでいきます。
従業員満⾜度向上についてです。従業員満⾜度向上についてです。
各店舗の現場で活躍いただいているスタッフとは、コ
ミュニケーション等で難しい点がありましたが、仕組
化やテクノロジーによって改善し、従業員の皆様と弊
社のつながりをより強固にしたい、と考えています。
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その１つとして、⼈財教育、研修のWeb化を進め
ています。新⼈パートナー向けのWebオリエンテ
ーションや、社⻑のウエルカムメッセージを動画

ピにしています。飲⽤時品質、ホスピタリティ等の
⾯でパートナーの皆様を対象とした基礎的な教育
・研修を全てWeb化しています。Web化により、
多国籍のパートナーの皆様への対応も可能になり
ます。
集合研修をすることが難しいビジネス形態の為
Web化することで、現場で少数で集まり、研修を
受講できます。
さらに 会社と現場の⽅々との ミ ケ シさらに、会社と現場の⽅々とのコミュニケーショ
ンも取ることができます。お客様の感動満⾜には
、従業員の感動満⾜が必要です。そのような状況
を⾒据えて取り組んでいます。

倶楽部ダイナックは2020年末に会員数38万⼈を⽬標
にしています。おかげさまで20周年を迎えますので
、それを１つの切り⼝にして、年間を通じて途切れ
のない様々なプロモーション、キャンペーンを展開のない様々なプロモ ション、キャンペ ンを展開
します。
会員数38万⼈という⽬標ですが、2015年から16年ご
ろは28、29万⼈を⽬標数としていましたので、相当
多くの⽅々に⼊会していただいたことになります。
今後も、⺟数が⼤きくなればなるほど運営⾯で難し
い点が出てきますが、弊社にとっては⾮常に⼤事な
常連様の組織です。倶楽部ダイナックについても引
き続き、積極的に取り組んでいきます。続 積極 取 組
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次に受託ビジネスの今期の取り組みです。
ゴルフクラブレストランについては国内100場に向け
て着実に進めていきます。
また、道の駅、サービスエリア、パーキングエリアに
ついて、今後も新しい案件について、安定して取り組
めるような体制を作っていきます。
昨年は、鈴⿅が中⽇本、蓮⽥が東⽇本、三⽊が⻄⽇本昨年は、鈴⿅が中⽇本、蓮⽥が東⽇本、三⽊が⻄⽇本
と国内の３つの⾼速道路会社様と、しっかりコミュニ
ケーションができましたので、様々なお話を頂戴でき
る状態になってきました。全てお受けすることはでき
ませんが、情報について過不⾜なく頂戴できる関係性
を構築できたことは⾮常に重要だと考えています。

ゴルフクラブレストランは、本年も既に広島県の三原
カンツリ 様 滋賀県の名神栗東カントリ 様の計2場カンツリー様、滋賀県の名神栗東カントリー様の計2場
を新規受託させていただいています。まだ詳細は⾔え
ませんが、3場⽬も4⽉のオープンが決まっています。
今年も年間通じて5場、新たなお客様との関係を構築で
きるのではないかと考えています。
近い将来の⽬標として、100場という数値を掲げてい
ます。
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道の駅、サービスエリア・パーキングエリアです。
三⽊サービスエリアは、1997年4⽉にオープンしました。
これがこのビジネスへの初参⼊です。現在も6つの施設を
運営していますが、これまで閉店はありません。
今後もこの運営実績を基に、新たなお話を頂戴していきた

考 すいと考えています。

⼀昨年から取り組んでいる道の駅と鈴⿅パーキングエリ
アですが、当初の想定どおりの収益に達しなかったとい
う反省点がありますので、ポイントをしっかりレビュー
した上で 今後同じようなことが起こらないように取りした上で、今後同じようなことが起こらないように取り
組んでいきます。
最初の売上想定が⼤変難しいことと、⼈員の配置、売場
別の商品構成が必ずしも想定どおりにいくとは限りませ
ん。その時にどうするかということが、弊社にとって⾮
常に⼤事なノウハウになってくると思います。このノウ
ハウは今回の反省を通じて、だいぶ掴むことができたの
ではないかと考えています。
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最後になりますが、弊社グループが⽬指す姿です。
2020年は、直営ビジネスは、⾼品質業態づくりに回帰
します。受託については、着実な事業拡⼤ということ
で、環境的には厳しく、⼤きくＶ字回復できる状況には
ないですが、着実に業態の価値を磨いていくこと、経営
資源を磨いていくこと そして新たなビジネス拡⼤のチ資源を磨いていくこと、そして新たなビジネス拡⼤のチ
ャンスをしっかり捉えられる準備をしていくことで、時
代に合わせた事業ポートフォリオを進化させ、事業を中
期的に拡⼤していきます。

2022年に向け売上⾼は年平均102％の成⻑を⽬指します。
受託ビジネスの増収が貢献すると予想しています。直営
ビジネスは、既存店中⼼に⾼品質の業態づくり、そして
⻑く続け きたブランドのブラ シ ア プを進め⻑く続けてきたブランドのブラッシュアップを進めてい
くことで、今後もう少し⾼い成⻑率が獲得できる構造に
していきます。

2020年12⽉期の通期業績予想についてご説明します。
売上⾼は前期⽐約600百万円増の37 800百万円売上⾼は前期⽐約600百万円増の37,800百万円。
営業利益は前期⽐112百万円増の240百万円。
経常利益は前期⽐24百万円増の270百万円。
当期純利益は30百万円で、これまでの数字と⽐べると
やや堅めに⾒えるかもしれませんが、現在の弊社の状況
ではチャレンジングでありながら、確実に獲得しなけれ
ばならない⽬標と認識しています。
予想には、先ほど触れました4⽉からスタートするホノ
ルルのレストランの売上⾼も全て含まれていますルルのレストランの売上⾼も全て含まれています。
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出店 閉店の⾒通しです出店・閉店の⾒通しです。
出店は9店舗、業態変更は現在1店舗を計画しています。
閉店は6店舗を計画しています。

配当につきましては、19年は6円配当を実施させていた
だき、20年も中間6円、期末6円の12円配当を考えてい
ます。

以上を持ちまして、ご説明を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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