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平成 19 年９月期  第３四半期財務・業績の概況（非連結） 

平成 19 年８月３日 

上 場 会 社 名        株式会社ダイナック              上場取引所：東証第二部 

コ ー ド 番 号         ２６７５                            ＵＲＬ  http://www.dynac.co.jp 

代  表  者 代表取締役社長    高原 洋 

問合せ先責任者 常務取締役管理本部長 鎌田 稔         ＴＥＬ (03)3341－4216 

 
（百万円未満切捨て）  

１． 平成 19 年９月期第３四半期の業績（平成 18 年 10 月１日 ～ 平成 19 年６月 30 日） 
 
(1) 経営成績                              （％表示は対前年同四半期増減率） 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      四半期（当期）純利益

  百万円     ％  百万円     ％  百万円     ％  百万円     ％

19 年９月期第３四半期 30,387    2.5 1,102    8.8 1,037    5.2 367    8.2

18 年９月期第３四半期 29,642    4.2 1,013    4.3 986    1.8 339    7.1

18 年９月期 39,502     － 1,306     － 1,257     － 333     －

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円    銭 円    銭

19 年９月期第３四半期     52    20 － 

18 年９月期第３四半期 48    24 － 

18 年９月期 47    40 － 

 
(2) 財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産

 百万円 百万円 ％ 円    銭

19 年９月期第３四半期 19,225  4,714  24.5   670.30  

18 年９月期第３四半期 19,441  4,480  23.0   637.08  

18 年９月期 19,676  4,474  22.7   636.17  

 
(3) キャッシュ・フローの状況 

 
営業活動による

キャッシュ・フロー

投資活動による

キャッシュ・フロー

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物

期 末 残 高

 百万円 百万円 百万円 百万円

19 年９月期第３四半期 900  △745  △197   342  

18 年９月期第３四半期 1,099  △784  △277   264  

18 年９月期 2,616  △918  △1,539   384  
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２． 平成 19 年９月期の業績予想（平成 18 年 10 月１日 ～ 平成 19 年９月 30 日） 
（％表示は対前期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 

当期純利益 

     百万円      ％     百万円      ％     百万円      ％     百万円      ％ 円    銭

通    期 40,000   1.3 1,400   7.2 1,300   3.4 400  20.0 56    88 

 
３．その他 
  

(1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 無 

(2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 有 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の業績予想については、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後

様々な要因変化により異なる結果となる可能性があります。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期の外食業界は、全体として回復基調にありますものの、業態間でバラつきが大きくパ

ブ・レストラン業態では既存店売上高が前年割れの状況にあります。 

  当社はこのような環境のもと、年初に掲げました「出店力の強化」に向け、昨年 11 月『プロジェ

クト 50』を立上げ、当面目標を「店舗 50 店」または「売上 50 億」を目指し、特に収益力の高い４

業態を対象とし商品・オペレーション・内装に至る見直しの取り組みを進めてまいりました。 

当第３四半期における出店は展開業態の「響」、「パパミラノ」計３店及び「咲くら」、「八かく庵」

他計４店とゴルフ場レストラン３店の計 10 店を出店しております。この結果、店舗数は 10 店を出店

する一方、15 店を閉店いたしましたので、当第３四半期末は 278 店となりました。 

当第３四半期の業績は、売上高は東証二部上場のキャンペーン貢献もあり、既存店売上高が前年同

期比 0.4％増と好調に推移し、売上高は 30,387 百万円（前年同期比 2.5％増）、経常利益は好調な既

存店売上を背景に購買コスト引き下げの貢献などで 1,037 百万円（前年同期比 5.2％増）となり、 

四半期純利益は 367 百万円（前年同期比 8.2％増）の増収・増益となりました。 

なお、上記金額には消費税等を含んでおりません。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

（財政状態） 

当第３四半期の財政状態については、総資産は前事業年度末に比べ 450 百万円減少の 19,225 百万

円となり、純資産は前事業年度末と比べ 240 百万円増加の 4,714 百万円となりました。この結果、自

己資本比率は前事業年度末より 1.8 ポイント上昇し 24.5％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期のキャッシュ・フローは設備投資資金を営業活動キャッシュ・フローで賄い、配当金

の支払及び現預金減を差引き、借入金は 70 百万円減少しております。 

営業活動によるキャッシュ・フローは 900 百万円となっておりますが、これは営業収入 1,536 百万

円と、利息収支及び法人税等の支払額 636 百万円であります。なお、前第３四半期に比して減少して

おりますが、これは前事業年度末及び当第３四半期末が土曜日に当たり支払が翌期に繰り延べられ季

節要因による支払差額の増加と、利息収支及び法人税の支払の増加が主なものであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは△745 百万円となっており、出店にかかる設備投資の支出 955

百万円と敷金・保証金の回収 283 百万円が主なものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは△197 百万円となっており、これは借入金 70 百万円の減少

と配当金の支払 127 百万円であります。 

この結果、現金及び現金同等物は 42 百万円減少し、当第３四半期末残高は 342 百万円となりまし

た。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

当第３四半期の業績は、計画通りの推移となっておりますので、現時点での業績予想につきまして

は、平成 19 年 5 月 11 日に公表いたしました業績予想に変更はありません。 

 

４．その他 

（最近事業年度からの会計処理の方法の変更） 

平成 19 年度法人税法の改正に伴い、当事業年度より平成 19 年４月１日以降に取得した有形固定資

産については、改正後の法人税法に規定する償却方法により減価償却費を計上しております。 

なお、この変更による営業利益、経常利益、税引前四半期純利益に与える影響は軽微であります。
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５．（要約）四半期財務諸表 

(1) （要約）四半期貸借対照表 
（単位：千円未満切捨、％） 

前年同四半期末 

平成 18 年９月期 

第３四半期末 

当四半期末 

平成 19 年９月期 

第３四半期末 

増  減 （参考）前事業年度末

（平成18年９月期末）科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

現金及び預金 264,884 342,515 77,630  384,899 

受取手形及び売掛金 1,641,834 1,665,836 24,002  1,585,966 

たな卸資産 332,869 299,083 △33,786  324,000 

その他 847,455 898,493 51,038  932,743 

貸倒引当金 △159,620 △110,000 49,620  △170,000 

流動資産合計 2,927,423 3,095,929 168,505 5.8 3,057,610 

Ⅱ 固定資産     

(1)有形固定資産     

建物 6,503,818 6,276,033 △227,784  6,394,816 

工具器具及び備品 1,094,312 983,415 △110,896  1,032,724 

その他 35,956 60,114 24,158  120,092 

有形固定資産合計 7,634,087 7,319,564 △314,523 △4.1 7,547,633 

(2)無形固定資産 54,311 47,989 △6,322 △11.6 51,784 

(3)投資その他の資産     

敷金及び保証金 7,928,747 7,700,568 △228,178  7,980,356 

繰延税金資産 938,799 1,061,233 122,434  998,365 

その他 1,351,416 1,360,119 8,702  1,434,747 

貸倒引当金 △1,393,577 △1,359,708 33,869  △1,394,129 

投資その他の資産合計 8,825,385 8,762,212 △63,172 △0.7 9,019,340 

固定資産合計 16,513,784 16,129,766 △384,018 △2.3 16,618,758 

  資産合計 19,441,208 19,225,695 △215,512 △1.1 19,676,368 

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

    買掛金 1,913,386 2,387,568 474,181  2,350,272 

  短期借入金 4,210,000 3,020,000 △1,190,00  3,010,000 

  一年内返済予定長期借入金  440,000 － △440,000  380,000 

  未払費用 1,710,215 1,906,109 195,893  1,938,793 

未払法人税等 116,013 106,800 △9,213  441,900 

賞与引当金 － － －  232,000 

その他 560,670 726,411 165,741  863,482 

流動負債合計 8,950,286 8,146,890 △803,396 △9.0 9,216,448 
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前年同四半期末 

平成 18 年９月期 

第３四半期末 

当四半期末 

平成 19 年９月期 

第３四半期末 

増  減 （参考）前事業年度末

(平成18年９月期末)科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 

Ⅱ 固定負債      

  長期借入金 4,600,000 4,900,000 300,000  4,600,000 

退職給与引当金 1,237,510 1,287,441 49,930  1,215,172 

役員退職慰労引当金 55,637 69,953 14,315  59,059 

その他 117,218 107,209 △10,009  111,509 

固定負債合計 6,010,366 6,364,603 354,236 5.9 5,985,741 

負債合計 14,960,653 14,511,493 △449,159 △3.0 15,202,189 

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

(1)資本金 1,741,625 1,741,625 － － 1,741,625 

(2)資本剰余金     

  資本準備金 965,175 965,175 －  965,175 

資本剰余金合計 965,175 965,175 － － 965,175 

(3)利益剰余金     

  利益準備金 179,239 179,239 －  179,239 

  その他利益剰余金 1,588,747 1,819,873 231,125  1,582,855 

利益剰余金合計 1,767,987 1,999,113 231,125 13.1 1,762,095 

(4)自己株式 △48 △48 － － △48 

株主資本合計 4,474,739 4,705,865 231,125 5.2 4,468,847 

Ⅱ 評価・換算差額等     

(1)その他有価証券 

評価差額金 
6,659 8,336 1,677 25.2 6,176 

(2)繰延ヘッジ損益 △843 － 843 － △844 

評価・換算差額等合計 5,815 8,336 2,521 43.4 5,332 

純資産合計 4,480,555 4,714,202 233,647 5.2 4,474,179 

負債、純資産合計 19,441,208 19,225,695 △215,512 △1.1 19,676,368 
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(2) （要約）四半期損益計算書 

（単位：千円未満切捨、％） 
前年同四半期 

平成 18 年９月期 

第３四半期 

当四半期 

平成 19 年９月期 

第３四半期 

増  減 
（参考）前事業年度

(平成 18 年９月期)科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 

Ⅰ 売上高 29,642,359 30,387,970 745,610 2.5 39,502,413 

Ⅱ 売上原価 25,859,768 26,405,481 545,713 2.1 34,575,182 

売上総利益 3,782,590 3,982,488 199,897 5.3 4,927,230 

Ⅲ 販売費及び 

一般管理費 
2,768,952 2,879,518 110,565 4.0 3,621,205 

営業利益 1,013,638 1,102,970 89,331 8.8 1,306,025 

Ⅳ 営業外収益 31,631 7,120 △24,511 △77.5 37,166 

Ⅴ 営業外費用 59,090 73,065 13,974 23.7 85,477 

経常利益 986,179 1,037,025 50,845 5.2 1,257,714 

Ⅵ 特別利益 6,211 4,006 △2,205 △35.5 6,211 

Ⅶ 特別損失 310,834 309,054 △1,780 △0.6 498,575 

税引前四半期（当期） 

純利益 
681,557 731,977 50,420 7.4 765,351 

法人税、住民税及び 

事業税 
276,986 266,109 △10,876 △3.9 575,884 

法人税等調整額 65,319 98,740 33,420 51.2 △143,892 

四半期（当期）純利益 339,251 367,128 27,876 8.2 333,358 
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(3) 株主資本等変動計算書 
平成18年９月期 第３四半期（自 平成17年10月１日  至 平成18年６月30日）      （単位：千円未満切捨） 

株主資本 

資 本 

剰余金 
利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 
資 本 

準備金 

利 益

準備金 特別償却

準備金

別 途  

積立金 

繰越利益

剰余金 

利益剰余

金合計 

自己

株式 

株主資本

合計 

平成17年 9月 30日

残高 
1,741,625 965,175 179,239 3,833 800,000 609,512 1,592,586 △48 4,299,338

四半期中の変動額    

特別償却準備金

の取崩 
 △1,144 1,144 －  －

剰余金の配当  △119,560 △119,560  △119,560

役員賞与金  △44,290 △44,290  △44,290

別途積立金の 

積立て 
 250,000 △250,000 －  －

四半期純利益  339,251 339,251  339,251

株主資本以外の

項目の四半期中

の変動額（純額） 

   

四半期中の変動額

合計 
－ － － △1,144 250,000 △73,454 175,401 － 175,401

平成 18 年６月 30 日

残高 
1,741,625 965,175 179,239 2,689 1,050,000 536,058 1,767,987 △48 4,474,739

 

評価・換算差額等 
 

その他有価証

券評価差額金 

繰延ヘッジ

損益 

評価・換算

差額等合計

純資産  

合計 

平成17年 9月 30日

残高 
2,951 － 2,951 4,302,289

四半期中の変動額  

特別償却準備金

の取崩 
 －

剰余金の配当  △119,560

役員賞与金  △44,290

別途積立金の 

積立て 
 －

四半期純利益  339,251

株主資本以外の

項目の四半期中

の変動額（純額） 

3,708 △843 2,864 2,864

四半期中の変動額

合計 
3,708 △843 2,864 178,265

平成 18 年６月 30 日

残高 
6,659 △843 5,815 4,480,555
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平成19年９月期 第３四半期（自 平成18年10月１日  至 平成19年６月30日）      （単位：千円未満切捨） 

株主資本 

資 本 

剰余金 
利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 
資 本 

準備金 

利 益

準備金 特別償却

準備金

別 途 

積立金 

繰越利益

剰余金 

利益剰余

金合計 

自己

株式 

株主資本

合計 

平成18年 9月 30日

残高 
1,741,625 965,175 179,239 2,689 1,050,000 530,166 1,762,095 △48 4,468,847

四半期中の変動額    

特別償却準備金

の取崩 
 △1,920 1,920 －  －

剰余金の配当  △130,109 △130,109  △130,109

別途積立金の 

積立て 
 250,000 △250,000 －  －

四半期純利益  367,128 367,128  367,128

株主資本以外の

項目の四半期中

の変動額（純額） 

   

四半期中の変動額

合計 
－ － － △1,920 250,000 △11,061 237,018 － 237,018

平成 19 年６月 30 日

残高 
1,741,625 965,175 179,239 768 1,300,000 519,104 1,999,113 △48 4,705,865

 

評価・換算差額等 
 

その他有価証

券評価差額金 

繰延ヘッジ

損益 

評価・換算

差額等合計

純資産  

合計 

平成18年 9月 30日

残高 
6,176 △844 5,332 4,474,179

四半期中の変動額  

特別償却準備金

の取崩 
 －

剰余金の配当  △130,109

別途積立金の 

積立て 
 －

四半期純利益  367,128

株主資本以外の

項目の四半期中

の変動額（純額） 

2,159 844 3,004 3,004

四半期中の変動額

合計 
2,159 844 3,004 240,023

平成 19 年６月 30 日

残高 
8,336 － 8,336 4,714,202
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前事業年度（自 平成17年10月１日  至 平成18年９月30日）              （単位：千円未満切捨） 

株主資本 

資 本 

剰余金 
利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 
資 本 

準備金 

利 益

準備金 特別償却

準備金

別 途  

積立金 

繰越利益

剰余金 

利益剰余

金合計 

自己

株式 

株主資本

合計 

平成17年 9月 30日

残高 
1,741,625 965,175 179,239 3,833 800,000 609,512 1,592,586 △48 4,299,338

事業年度中の変動

額 
   

特別償却準備金

の取崩 
 △1,144 1,144 －  －

剰余金の配当  △119,560 △119,560  △119,560

利益処分による

役員賞与金 
 △44,290 △44,290  △44,290

別途積立金の積

立て 
 250,000 △250,000 －  －

当期純利益  333,358 333,358  333,358

株主資本以外の項

目の事業年度中の

変動額（純額） 

   

事業年度中の変動

額合計 
－ － － △1,144 250,000 △79,346 169,508 － 169,508

平成18年 9月 30日

残高 
1,741,625 965,175 179,239 2,689 1,050,000 530,166 1,762,095 △48 4,468,847

 

評価・換算差額等 
 

その他有価証

券評価差額金 

繰延ヘッジ

損益 

評価・換算

差額等合計

純資産  

合計 

平成17年 9月 30日

残高 
2,951 － 2,951 4,302,289

事業年度中の変動

額 
 

特別償却準備金

の取崩 
 －

剰余金の配当  △119,560

利益処分による

役員賞与金 
 △44,290

別途積立金の積

立て 
 －

当期純利益  333,358

株主資本以外の項

目の事業年度中の

変動額（純額） 

3,225 △844 2,380 2,380

事業年度中の変動

額合計 
3,225 △844 2,380 171,889

平成18年 9月 30日

残高 
6,176 △844 5,332 4,474,179
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(4)四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円未満切捨）

前年同四半期 

平成 18 年９月期 

第３四半期 

当四半期 

平成 19 年９月期 

第３四半期 

（参考）前事業年度

(平成18年９月期)期  別 
科  目 
 金  額 金  額 金  額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

 税引前四半期(当期)純利益 681,557 731,977 765,351 

 減価償却費 759,661 717,652 1,028,535 

 減損損失 123,826 63,423 103,523 

 店舗撤退損失 － 149,251 350,848 

 賞与引当金の増加額（△：減少額） △223,000 △232,000 9,000 

 役員賞与引当金の増加額（△：減少額） － △19,400 39,400 

 退職給付引当金の増加額 73,874 72,268 51,536 

 役員退職慰労引当金の増加額（△：減少額） △1,565 10,894 1,855 

 貸倒引当金の増加額（△：減少額） △3,175 △8,731 34,705 

 受取利息及び受取配当金 △2,745 △1,790 △3,066 

 店舗用資産受贈益 △14,805 － △14,805 

 支払利息 54,090 67,418 76,341 

 固定資産売却益 △6,211 △4,006 △6,211 

 固定資産除却損 155,459 50,136 24,175 

 前払年金費用の減少額（△：増加額） △14,762 8,265 △11,588 

 売上債権の減少額（△：増加額） 31,070 28,919    △46,734 

 たな卸資産の減少額（△：増加額） △9,494 21,017 △625 

 仕入債務の増加額 73,307 37,296 510,193 

 未払費用の増加額（△：減少額） 81,437 △35,306 313,652 

 役員賞与の支払額 △44,290 － △44,290 

 その他 △59,122 △120,806 13,091 

 小計 1,655,112 1,536,477 3,194,889 

 利息及び配当金の受取額 2,745 1,790 3,066 

 利息の支払額 △46,425 △64,795 △72,313 

 法人税等の支払額 △511,793 △573,138 △509,364 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,099,638 900,334 2,616,278 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

 有形固定資産の取得による支出 △879,682 △789,161 △968,934 

 有形固定資産の売却による収入 9,135 4,512 9,135 

 敷金及び保証金の差入による支出 △137,813 △166,333 △241,715 

 敷金及び保証金の回収による収入 299,015 283,319 351,333 

 貸付けによる支出 △2,300 △1,940 △2,655 

 貸付金の回収による収入 2,649 2,755 3,564 

 無形固定資産の取得による支出 △1,300 △349 △1,300 

 その他 △73,981 △78,281 △67,971 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △784,277 △745,479 △918,543 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

 短期借入金純増減額 △900,000 10,000 △2,100,000 

 長期借入れによる収入 1,500,000 300,000 1,500,000 

 長期借入金の返済による支出 △760,000 △380,000 △820,000 

 配当金の支払額 △117,432 △127,239 △119,792 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △277,432 △197,239 △1,539,792 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（△：減少額） 37,927 △42,384 157,942 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 226,957 384,899 226,957 

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 264,884 342,515 384,899 
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６．その他の情報 

 事業部門別の売上高内訳                                 （単位：百万円未満切捨） 

前年同四半期 

平成 18 年９月期 

第３四半期 

当四半期 

平成 19 年９月期 

第３四半期 

（参考）前事業年度 

(平成 18 年９月期) 

金 額 構成比 金 額 構成比

増減率

金 額 構成比

 百万円 ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％

レストラン・バー事  業 27,423 92.5 28,116 92.5 2.5 36,619 92.7 

ケ ー タ リ ン グ事  業 569 1.9 561 1.9 △1.5 752 1.9 

そ の 他 の事  業 1,648 5.6 1,710 5.6 3.7 2,130 5.4 

合  計 29,642 100.0 30,387 100.0 2.5 39,502 100.0 

 


