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1．2017年12⽉期 第2四半期 決算説明
2．新・中期経営計画（ʻ17〜ʼ19）と2017年12⽉期上期の取組み
3．2017年12⽉期 通期業績予想

〔 業 績 〕 ほぼ計画どおりに推移。事業売却益により純利益は約2億円増。

〔 既 存 店 〕 バ ー ・ レ ス ト ラ ン ：

サ マ リ ー

事業環境が引き続き厳しい中、既存店売上⾼は堅調に推移。

〔 出 店 〕 新規出店５店舗。

〔 既 存 店 〕 バ レ ス ト ラ ン ：

〔当期の取り組み及び今後の重点施策〕

新・中期経営計画に基づき、重点施策として以下の４つを実⾏

ゴルフクラブレストラン：

事業環境が引き続き厳しい中、既存店売上⾼は堅調に推移。

売上⾼は対前期⽐で若⼲下回るが想定範囲内で推移。

新 中期経営計画に基づき、重点施策として以下の４つを実⾏
• ⾼付加価値業態の展開、既存盛業業態の進化型ブランドの開発
• 受託ビジネスにおいて、既存店舗の評判と実績による新規獲得
• 現場OJTの強化による最⾼品質の徹底継続
• 新たな表彰制度（DYNAC AWARD)を開催、従業員のモチベーション向上を図る
引続き『“選ばれる”ブランドへ』のビジョンのもと、
事業環境の変化に対応してポートフォリオの最適化を進め、着実な成⻑を継続

〔業績予想〕 売上⾼369億、経常利益9億70百万円

〔１株当たり配当〕 2017年12⽉期中間配当：6円
2017年12⽉期末配当：6円（予想）
2017年12⽉期年間：12円（予想）

それでは2017年12⽉期の第2四半期決算説明ということ
で、始めさせていただきます。内容といたしましては先
ほどご案内の通り、決算説明、新・中期経営計画を踏ま
えた上での本上期の取組み、さらに12⽉期通期の業績予
想についてご説明をさせていただきます

＜1．2017年12⽉期 第2四半期 決算説明＞

想についてご説明をさせていただきます。

まず、最初に第2四半期の業績のダイジェストでござい
ます。

お⼿元の資料にございます通り、売上⾼につきましては
17 383百万円 営業利益147百万円 経常利益143百万
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17,383百万円、営業利益147百万円、経常利益143百万
円、四半期純利益126百万円と、こういうことになりま
した。昨年の同期と⽐べますと売上利益共に少し⽋けた
というようなところとなりました。また、四半期純利益
につきましては、事業
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売却等によりまして純利益のところで約2億、昨年より
も増というところになっております。右端に期初の予想
の数字を⽴てております。これをどう⾒るかというのは
ありますが、我々のところの⼤きな⾒⽅としては、ほぼ
計画通りというところで上期は推移したというように⾒
ております。

既存店の売上⾼の前年⽐でございます。

まず既存店につきましては上期累計といたしまして全
体で前年⽐101.3。バー・レストランも前年⽐100.7。
ゴルフクラブレストランも切り上げですが、前年⽐10
0。その他の部分で前年⽐104.5ということで、全体と
しては既存店堅調に推移したというふうに⾒ておりま
す。左側のグラフにございますように、まずゴルフク側 グラフ 、 フク
ラブレストランにつきましては、実は2⽉は相当天候に
やられました。今から思い返すとそんなに雪降ったか
なと、寒かったかなという感じですけれども、今年の2
⽉はゴルフ場のクローズが多かった年ということにな
りました。ただその後、おかげさまで3⽉から6⽉まで
天候に恵まれましたし、それぞれのゴルフ場での営業
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努⼒というところもあり、お客さまの⽀持を頂戴でき
ました。

またバー・レストランにつきましては、出だしの1〜2
⽉、やや⼤丈夫かなという⽴ち上がりではございまし
たが、3⽉以降につきましてはバー・レストランにつき
ましても 既存店の前年⽐で100を超えるというようなましても、既存店の前年⽐で100を超えるというような
⽉が続いております。これは業界全体も同じような流
れかなと⾒ております。私共少しだけ業界全体の平均
値よりは1ポイントぐらい上のところを⾛らせていただ
いてきたのかなというように⾒ております。
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次に店舗の状況でございます。

上半期1つ⼤きな課題として残ったのがここでございま
す。⾮常に出店の環境が厳しいという状況がございま
す。バー・レストランにつきましては、出店が1店舗。
⼀⽅で、計画外で「⿃彩々」4店舗の事業売却というこ
とも⾏いましたので、閉店4店舗ということになりまし
た。

実はゴルフクラブレストランにつきましても、もう少し
新たな先様との成約を狙っていたところでありますけれ
ども、残念ながら上半期、新規の出店というのは2場と

3

いうところにとどまりました。このあたりが今後の我々
にとっての⼤きな課題と認識をしております。結果とい
たしまして、期末の店舗数258店舗に対しまして、閉店
もございました。254店舗ということで店舗数を減らす
状態で上半期を終了したというところでございます。

売上⾼の対前年増減をグラフで⾒ております。

既存店につきましては先ほど申し上げました前年⽐100
を超えることはできたということで プラスということを超えることはできたということで、プラスということ
になります。また、新店・改装のところで約6億円の増
というところですが、計画外閉店も含め閉店のところで
約8億円の減というところで、差し引きほぼ前期並み、
というような売上になりました。
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損益計算書でございます。

それぞれの費⽤の項⽬につきまして⼤きな要素だけ触
れさせていただきます。まず売上の原価のところでご
ざいます。この原価の中には、⾷材関係の費⽤、それ
から現場の労務費、それからさまざまな店舗経費と
いったようなものが含まれます。昨年の同時期に⽐べ
まして0.2ポイントの良化というふうになりました。
パートナー募集関連費⽤というふうに書いておりま
す。パートナー募集の費⽤、これはなかなか募集状況
が我々にとっても⾮常に厳しい状況が続いておりま

パ ト 社会保険 少す。それからパートナーの社会保険のところも少し、
我々の負担が増えております。⼀⽅で、そこにござい
ます光熱費、エネルギーのところが昨年に⽐べてもや
や単価ダウンの効果が出ております。というところで0.
2ポイントの良化というところで終わりました。

販売管理費につきましては、0.3ポイントの悪化という
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ことになるんですが、このほとんどが外形標準課税の
税率変更に伴うものの影響です。これは、計画として
は読み込み通りというところになります。

あと、特別損益のところで先ほどご案内申し上げまし
た事業売却に伴います事業譲渡益の計上。それともう
１点、減損の関係が昨年のこの上期と状況が少し変１点、減損の関係が昨年のこの上期と状況が少し変
わっております。昨年はこの上期に減損を少し出して
おります。今期はほとんど出ていないという状況があ
りますので、この2つの要素から特別損益は昨年に⽐べ
まして2億強の増となり、最終の四半期純利益のところ
で2億円の増という結果となっております。

貸借対照表でございます。

主な要素だけご確認をいただきたいと思います。当第2
四半期会計期間末におきます総資産は、13,528百万四半期会計期間末におきます総資産は、13,528百万
円。前事業年度と⽐べまして530百万円の減少となり
ました。減少の⼤きな要因といたしましては、負債の
部のところで借⼊⾦が増加し、その⼀⽅で、買掛、未
払費⽤、未払⾦、未払法⼈税等々が減少したというと
ころでございます。これは前年度末、12⽉の前年度末
が銀⾏休業⽇ということで、年初に⽀払いが発⽣し
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た、年初にずれたというところの要因によるものが⼤
半でございます。それから⾃⼰資本⽐率は前事業年度
に⽐べまして、1.8ポイント増加し、31.8ということに
なっております。

6



キャッシュフローでございます。

当第2四半期会計期間におきます現⾦及び現⾦同等物
は、前事業年度に⽐べまして154百万円増加の499百万
円ということになりました。営業活動の結果使⽤した
資⾦ 営業活動によるキャッシュフロ につきまして資⾦、営業活動によるキャッシュフローにつきまして
は、937百万円ということになりました。これは、主
な要素としては減価償却の計上、それから仕⼊債務の
減少、未払費⽤の減少というところによるものでござ
います。右側に吹き出しでご説明を申し上げておりま
す。投資活動によるキャッシュフローにつきまして
は 726百万円ということになりました これは主
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は、726百万円ということになりました。これは主
に、事業譲渡による収⼊、それから有形固定資産の取
得によるものでございます。次に財務活動による
キャッシュフローでございます。これは主に、借⼊⾦
の収⼊と返済による資⾦収⽀ということでございま
す。

それでは次に活動⾯、本2017年12⽉期の上期の取組み
についてご説明を申し上げます。

まず最初に事業環境と うことでまとめておりますまず最初に事業環境ということでまとめております
が、これはこの2⽉の決算説明会でもご説明した内容と
⼀緒でございます。経済環境から始まって制度改定等
に伴うコスト負担増というところも含め、ほぼ同じよ
うな事業環境というものを想定して、これからの経営
に臨まなければならないというふうに思っておりま
す 短い期間ではございますが この上期だけ捉えてす。短い期間ではございますが、この上期だけ捉えて
考えましても、我々が年初に想定した通りコストアッ
プ要因としては効いてきているかと思っておりますの
で、先ほど申しましたここからのʼ17、ʼ18、ʼ19、3カ
年の中期計画に関しましては、こういったコスト要因
をしっかり押さえながら、いかに経営でそれを乗り越
えていくかというところが 依然として⼤きなテ マ
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えていくかというところが、依然として⼤きなテーマ
というふうに認識をしております。
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この新・中期経営計画ということで、ʼ17、ʼ18、ʼ19の
3カ年の経営計画でございます。これも本年2⽉にご覧
いただいたものと同じものでございます。まったく何
も変わっていません。この3カ年、成⻑に向けた収益基

＜2．新・中期経営計画（ʻ17〜ʼ19）と2017年12⽉期上期の取組み＞

盤の強化ということで、我々の事業の中の持っている
強みをもっと磨き続けるというところが、1番⼤きな
テーマになると思っております。主な取り組みの三本
柱も変わることなくこの3年間、⼤きな取組みの⾻⼦と
して進めてまいりたいと思っております。
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まず直営ビジネスの部分でございます。

これも2⽉にご覧いただいたのと同じでございます。そ
の時もご説明申し上げました、我々の業態、和⾵の3業
態のカテゴリー、そして洋⾵の3業態のカテゴリー、こ
ういう業態カテゴリ という考え⽅で我々の取組みをういう業態カテゴリーという考え⽅で我々の取組みを
進めております。それぞれの業態の中で共通のバック
ヤードを持っていること、それをさらに強めていくこ
と、それからそれぞれの業態カテゴリーの中でさらに
専⾨性の⾼い業態へのブラッシュアップを続けるこ
と、また既存の業態カテゴリーの中から⼀歩進化させ
たブランド 進化させた業態を開発していこうというたブランド、進化させた業態を開発していこうという
ような取組みを進めております。実はこの業態をブ
ラッシュアップしていこうという取組みですが、昨年
以降、4つから5つのチームが動いております。まだ、
具体的にこういう新しい店舗ですという形には⾄って
いないわけですけれども、これは着実にこの3カ年の間
に進めてまいりたいとに考えているところでございま
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に進めてまいりたいとに考えているところでございま
す。
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今上期の出店の状況でございます。

前のページにもありましたが、⾼付加価値業態を出し
ていこうということでございます。その⼀環として、
まず左側ですね。「響」の中之島フェスティバルプラ
ザ店 ⼤阪初出店ということになります 皆様ご承知ザ店、⼤阪初出店ということになります。皆様ご承知
だと思いますが、⼤阪中之島の旧朝⽇新聞本社ビル、
フェスティバルホールのあるフェスティバルタワーの
向かい側ですね、こちらに中之島フェスティバルプラ
ザというところで、今上にホテルもできて企業さんが
どんどん今⼊ってきている最中というところでありま
すけれど、こちらに4⽉の半ばに「響 中之島店」をオー
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すけれど、こちらに4⽉の半ばに「響 中之島店」をオ
プンをさせていただきました。おかげさまをもちまし
て堅調に推移をしているところでございます。

右側が名古屋の「マスターズドリームハウス 名古
屋」。これは名古屋の駅前のJRゲートタワービル。JR
さんの⾼いビルがもう1本建ったこの13階に出店をさせ
ていただきました この案件はサントリ ビ ル株式ていただきました。この案件はサントリービール株式
会社さんとのコラボレーションということになりま
す。私共は運営を受託して営業するというところでご
ざいます。マスターズドリームというブランドの1つの
モデル店ということになるわけでございますけれど
も、我々にとって1番⼤事なことは、たくさんお客さま
をお迎えすると同時に ドリンクの品質です 名古屋をお迎えすると同時に、ドリンクの品質です。名古屋
初出店ということで、スタッフの皆さんも初めてダイ
ナックで仕事していただく⽅もたくさんいらっしゃっ
たわけなんですけれども、今ここで出ている⽣ビール
につきましては相当レベルの⾼いものが提供できてい
るということを、社外の⽅からも聞いております。名
古屋にお出かけの機会があればぜひとも寄っていただ古屋にお出かけの機会があればぜひとも寄っていただ
いたら⼤変嬉しい限りです。
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次に下期、現在決まっておりますところの出店の計画
について触れさせていただきます。
これは既存の業態の進化型というところで捉えており
ます。まさに昨⽇8⽉9⽇にオープンをいたしました
「お茶の⽔ ⿃どり」。「⿃どり」というネーミングを
使うブランドの25店舗⽬ということなんですが、実は8
年ぶりの出店になります。「⿃どり」業態、私共の展
開している業態の中でも⾮常に店数多く展開している
業態なんですが、この8年間実は出店がとまっておりま
した。先ほど申しました業態カテゴリーの中で、この
「⿃どり」業態を8年前と同じものじゃなくて、今の20
17年の「⿃どり」というものを1から考えようというと
ころで、ここの業態カテゴリーチームが約1年以上かけ
て検討してまいりました。うまく物件的にもお茶の⽔
という、すでに近隣に店舗がある商圏としても⼿の内
に⼊っているというと失礼ですけれども、割と⼟地勘
がある。そういう物件にも出会うことができました。
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新しい形の「⿃どり」ということで出店をしているつ
もりでございます。内装も相当これまでの「⿃どり」
とは違ったものになっております。メニューにつきま
してもこれまでの「⿃どり」とは少し違うものを多く
取り⼊れております。こういった形でまた新しい魅⼒
をお客さまにご提供するとともに、ご評価を賜りたい
と思っております。
続いて右側。これはイタリアンの商業施設展開型の業
態でございます。そこにありますように、⾚⾝ステー
キと地中海沿岸のワインが楽しめる本格イタリアン⾷
堂であります。ご承知の⽅も多いと思いますが、「ペ
リエ千葉」、JR千葉駅のもう駅ビルですね。あそこの
⼤リニューアルが今進⾏中ですが、9⽉の上旬にオープ
ンをさせていただくということになります。これもJR
さんの駅ビルの中ですので、これまでとまったく同じ
ような業態というよりも、ある意味では我々にとって
これまで持っていたイタリアンのいろんな蓄積、それ
からいわゆる「ワイン倶楽部」というほうでいろいろ
持ってきた知⾒、蓄積、こういったものをミックスし
たような形の出店ということになります。9⽉上旬の
オープンということになります。駅ビル型のもう1つ新
しい形、これまでも「Papa Milano」の駅ビル店がいく
つかありますけれども、少し新しい形の駅ビルにおけ
る洋⾵のカジュアルなイタリアンというところで出店
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をさせていただきます。



次に受託ビジネスでございます。

受託ビジネスにつきましても、前にありますようにゴル
フレストラン、それから道の駅等の受託、そしてケータ
リングビジネス、それぞれ前にありますような⽬標の下
に展開を進めているところでございますに展開を進めているところでございます。
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上期の出店状況でございます。

ゴルフクラブレストランにつきましては、三重県の鈴
⿅にございます「三鈴カントリー倶楽部」様、それか
ら北海道函館にございます「北海道カントリー倶楽
部」様、「北海道カントリー倶楽部」様はプリンスホ
テルさんの経営のゴルフ場ということになります。プ
リンスさんのところをお仕事をさせていただくのも
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リンスさんのところをお仕事をさせていただくのも、
実は初めてであります。それから三鈴カントリーさん
も、これも地元の⾮常に⼤きな企業さんがバックの⾮
常に歴史のあるゴルフ場様でございます。上に書いて
おりますが、実はいずれもやはり私共ダイナックが他
の店舗で展開している営業、その中⾝、QSCというよ
うなところもご評価いただいた上で、いろんなルート14 うなところもご評価いただいた上で、いろんなル ト
からのお声がけを頂戴してスタートしたというような
ところでございます。冒頭申し上げました、もう少し
上期に新たな出店したいところでありましたが、残念
ながら今期については上期はこの2場というところに
なっております。のちに触れますが、実はもう現在も
相当数商談進んでおります。できることなら年内もう相当数商談進んでおります。できることなら年内もう
少し成約というところまでいけたらというところで、
今商談を進めているところであります。

次に右側はですね、これは⼤阪にございます国際展⽰
場の「インテックス⼤阪」。この中の「インテックス
カフェ」という、展⽰場がオープンしているその⽇に
はオ プンしている こういうような形態のカフェに
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はオープンしている、こういうような形態のカフェに
なります。実はですね、オリンピックの年にビッグサ
イトが展⽰場として使えなくなるんですね。なので、
2020年に向けて、



「インテックス⼤阪」さん、これは国内でも相当⼤きな
展⽰場ですから、ここに相当いろんなイベントが来ると
いうことがもう想定されているそうでございます。とい
うふうなこともあって、施設全体の再整備を、その⼀環
としてこのカフェについて新しくダイナックでやってく
れないかというようなことでお話を頂戴いたしました。
これも⾮常に新しい、これからの可能性のある取組みだ
と思います。また併せて、私共のパーティーケータリン
グの営業部がここを担当します。趣旨といたしまして
は、年間365⽇の営業ではなく、イベントに合わせた機
動的な対応を⾏うと。それから、このエリアの周辺に、
他にもこういう展⽰場といいますかイベントスペースが
多数ございます。そういった周辺イベントスペースに対
するケータリングの営業の、今開拓を⾏っている最中で
ございます。この「インテックスカフェ」を拠点とし
て、このカフェ営業だけでなく周辺のいろんな施設にお
けるケータリング営業も⾏っていくという、ちょっと⼀
⽯⼆⿃というと⾔い過ぎかもしれませんけれども、そう
いった新しい形のビジネスをここには期待をしておると
ころでございます。

QSCの向上＝⼈材パワーの最⼤化というところでござい
ます。

最⾼品質という⾔葉は、私共ダイナックの中で1つの標
語といいますかスローガン、⽬指すもの、常に⽬指すも
のとして、この最⾼品質というものを挙げております。
まず飲⽤時品質ということでは、そこの左側にございま
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すように弊社の商品技術部員が、いわゆる集合型研修で
はなくて現場、店舗のほうに出向いていき、店舗のメン
バーと店舗の施設で店舗の機材で研修を⾏うというよう
なところをずっと続けております。特にこの上半期につ
きましては、現場の店⻑をこの指導員に移動をかけまし
た。これが昨⽇まで店⻑をやっていた⼈間なので、極め

15
てよく店のオペレーションおよび店の機材のことをわ
かっております。現場⽬線で現場をしっかりと品質アッ
プのための指導をしてきてくれているというようなこと
でございます。

また右側は、『おもてなし⼒』強化ということで、禰宜
⽥、中尾という2⼈のホスピタリティマネージャーとい

10

⽥、中尾という2⼈のホスピタリティマネ ジャ とい
うものを設けております。そこにあるような社内のグラ
ンプリの優勝者、社外のグランプリでも準優勝、優勝と
いうような経歴を持った2⼈のホスピタリティマネー
ジャーが、いろんな場⾯で活躍してくれております。



特に新店の⽴ち上げ、また業態に合わせたいろんな課題
を持った現場に⼊り込み、現場で⼀緒に働きながらのお
もてなしの指導というもの、特にパートナーの皆さんに
対する、⼀緒に現場で働きながらのおもてなし指導とい
うものが ⾮常に重要かつ効果が⾼いものであるといううものが、⾮常に重要かつ効果が⾼いものであるという
ふうに認識をいたしております。今後ともいろんな形で
この彼らにはサービス⾯で、おもてなし⼒強化、これは
⼝で⾔うのは簡単なんですが、なかなか、どこかで講義
をやって研修をやればすぐできるかというものではあり
ません。⽇々の瞬間のお客さんとの接点の中でしか、こ
の本当の意味のおもてなし⼒強化というのはできないとの本当の意味のおもてなし⼒強化というのはできないと
思っております。その意味ではこの2名に限らず、今後
ともこういう指導スタッフというものが現場の中で⼀緒
に働きながら、6千名のパートナーの皆さんに影響⼒を
発揮していくというような取組みを強めてまいりたいと
思います。

それから新たな表彰制度ということで、これは今年の1
⽉が第1回ということでスタートをいたしました。
「DYNAC AWARD」というふうに申します。パート
ナ の皆さん6千名の皆さん⽅を含めた 7千名のスナーの皆さん6千名の皆さん⽅を含めた、7千名のス
タッフの全員を対象とした表彰制度であります。いわゆ
る営業店舗だけではなくて、管理部⾨、スタッフ部⾨、
全ダイナックスタッフが対象というような表彰制度を今
年から新たにスタートをいたしました。活動プロセス、
いわゆる数字だけでは評価できないような部分をいろん
な切り⼝で社内から推薦してもらい それを最後に評価
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な切り⼝で社内から推薦してもらい、それを最後に評価
して決めるというようなことでやっております。第1回
⽬につきましては、69組、対象⼈数約1千名、7千⼈中1
千名が表彰対象になるということでありますので、⾮常
に幅広くいろんな⼈が表彰をされております。

第1回の【ダイヤモンドアワード】、1等賞ですね、と
が がいうより最優秀賞ですね。「道の駅まくらがの⾥こが」

の6名のパートナーリーダーを中⼼とした全スタッフと
いうことで、表彰をさせていただきました。特に店⻑と
か調理⻑、社員とかいうようなことではなくて、ダイ
ナックで働くすべてのスタッフの皆さんに、会社として
こういう表彰制度を⾏い、皆さんの仕事を評価する。そ
して⼤きな場で 舞台の上で表彰状を受け取 てもらう
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して⼤きな場で、舞台の上で表彰状を受け取ってもらう
というようなことを、今後とも⼤事にしていきたいなと
思っております。



＜3．2017年12⽉期 通期業績予想＞

2017年上期、今申し上げたような取組みを展開してき
たわけでございます。下期も基本的に取り組んでいく内
容につきましては変わりございません。⾮常に事業環境
はなかなか厳しいものがございますけど 私共としてははなかなか厳しいものがございますけど、私共としては
今申し上げてきたような取組みの考え⽅のもとに、確実
にお客さまにご満⾜いただけるような、そういう仕事を
やっていきたいと思っております

この12⽉期の業績予想でございます。

売上⾼につきましては36,900百万円、営業利益1,000
百万円、経常利益970百万円、当期純利益440百万円と
いうことで、当期純利益のところだけ業績の修正をさせ
ていただきました。先ほど申し上げました事業売却の影
響もございますので、当期純利益上⽅修正ということ
で 440百万円とさせていただきました この年間の
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で、440百万円とさせていただきました。この年間の、
その他の部分につきましては期初の予想を据え置かさせ
ていただいております。⾮常に、売上はじめ厳しい状況
にあるのは間違いないと思います。しかしながら先ほど
申し上げましたように、1つはバー・レストラン他のと
ころの各事業におきましてですね、前年を上回る売上を
獲得できていること。これは、⾔葉を換えるとお客さん獲得できていること。これは、⾔葉を換えるとお客さん
がそれだけ⽀持してくれているということに社内では⾔
い換えておりますが、まずこのベースがあるというこ
と。それをしっかり基盤にした上で、やるべきことを
しっかりやっていくということで、⽬標値については現
段階では期初の⽬標を据え置いて、というようなところ
でご理解をいただきたいと思います。理解を ただきた 思 ます。

出店・閉店の⾒通しでございます。

残念ながら、これは年初に計画いたしました出店の数字
のところまでは少し届きません。バー・レストランのと
ころで下期に出店4店、ゴルフクラブのところの2店、
これは現在交渉中です。年内なんとか成約というところ
に持ち込みたいというところでございます。この数字を
含めまして昨年の年末の258店舗と同店舗数で今年度終
わるというところを、出店の⽬標ということにいたして
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おります。



配当でございます。

中間配当につきましては、もうすでに発表させていただ
きました6円。期末配当も6円をさせていただけるよう
にしていきたいと思っております。年間では12円の配
当というところを 株主様にはお応えしたいと思ってお当というところを、株主様にはお応えしたいと思ってお
ります。

以上、私からご説明をさせていただきました。ご静聴ど
うもありがとうございました。
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