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1．2016年12⽉期 決算説明
2．新・中期経営計画（'17〜'19）と今後の展開
3．2017年12⽉期 通期業績予想

〔 業 績 〕厳しい事業環境の中、減収となるも、経常利益は5期連続増益を確保。

〔既存店〕バー・レストラン： 海外経済の不確実性や株価・為替相場の変動を背景に

サ マ リ ー

〔 出 店 〕新規出店14店舗。

〔既存店〕
法⼈需要が低調。その影響を受け業績は軟調に推移。

ゴルフクラブレストラン：売上⾼は対前期⽐で若⼲下回るが想定範囲内で推移。

〔当期の取り組み及び今後の重点施策〕

新・中期経営計画を発表 成⻑に向けた収益基盤の強化
時代にあわせて事業ポートフォリオを最適化し、継続的に成⻑し続ける企業へ
1.事業ポートフォリオの進化による収益⼒強化
2.基盤となる機能・サービスの進化
3.⼈財パワーの最⼤化

新・中期経営計画において、引き続き『“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、着実な成⻑を続けてまいります。

〔業績予想〕売上⾼362億、経常利益9億

〔１株当たり配当〕 2016年12⽉期中間配当： 6円
2016年12⽉期末配当： 6円（予想）
2017年12⽉期年間： 12円（予想）

ʼ16年12⽉期の業績のダイジェストでございます。

売上⾼が36,007百万円、営業利益が757百万円、経
常利益が944百万円、当期純利益が244百万円となり、
当初の計画に対しては、⼤きく下回る結果となりまし

＜1．2016年12⽉期 決算説明＞

た。⾮常に厳しい事業環境のなかで、売上は減収、利
益については経常利益で何とか増益ということでござ
います。経常利益につきましては、5期の連続増益を
確保できました。ただし、トップラインが、前期を下
回っているので、⾮常に厳しい１年を過ごしたと認識
をしております。
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をしております。
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その背景となる既存店の動向でございます。

バー・レストランの前年⽐は98.4％。⼀昨年の下半
期あたりから業界全体もそうですけれども、トレンド
変化があったというように感じております。今振り返
りましても、昨年、特に下期あたりから、いろいろな
⼿を打ってもお客さんの⼿応えがはね返ってこないと
いうところを過ごしてきたのかな、と思っております。
市場全体の平均よりは上をいっているというところで
はありますけれども、当初⽬論んでおりました既存店
バー・レストランで１００％超えというところには、
なかなか⾄りません した 特にバ レ トなかなか⾄りませんでした。特にバー・レストランで
は法⼈需要、公私共にという⾔い⽅になるかもしれま
せんが、法⼈の皆様のご利⽤の⾯で、少し陰りが⾒え
てきたというところはあります。

ゴルフクラブレストランにつきましては、売上⾼は既
存店では前年を若⼲下回りました。
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店舗状況でございます。

出店につきましては、合計で14店舗、業態変更を6店
舗、閉店が16店舗となりました。

この中では、バー・レストランのところで出店が計画
を未達成となりました。出店の環境につきましては、
他社さんも同じようなお話をお伺いしますが、ジャス
トフィットする物件になかなかうまく巡り会えないと
いうような状況が、昨年1年間続いたというように感
じております。

⼀⽅で業態変更につきましては、既存店の中で、⾮常
に⽴地には恵まれているけれども、⻑い経年の中で少
しずつダウントレンドになっているような店舗につい3

て、昨年、特に⼤型の店舗を含めて業態変更にチャレ
ンジをいたしました。また後ほど触れさせていただき
ます。

閉店につきましては、ゴルフクラブレストラン、それ
から街場のバー・レストランでも、先⽅様の契約上の
事由によるものも含まれますが、全体で16店舗の閉
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事由によるものも含まれますが、全体で16店舗の閉
店ということで、店舗数で少し多い閉店の状況となり
ました。



出店の状況でございます。

バー・レストランにつきましては、戦略業態の出店と
して7店舗の出店をいたしました。フラッグシップブ
ランドの「響」、久々の出店でございます。前々から
出店をさせていただきたいということで物件探索を続
けておりました横浜。横浜の駅前のエリア、スカイビ
ルに出店することができました。次に、昨年出店いた
しました7店舗のうちの4店舗が「⿂盛」でございま
す。特に関⻄地区に3店舗、また、その関⻄地区を含
めまして、いわゆる商業施設への「⿂盛」の出店は、
昨年 店舗と と ござ ます 「⿂盛」に き
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昨年2店舗ということでございます。「⿂盛」につき
ましては、関⻄への店舗増、そして新しい商業施設と
いうマーケットへの出店という取り組みを⾏ってまい
りました。それから⼀番下にございます「VILLA BIA
NCHI」につきましては、業態変更の形で「Papa Mil
ano」から「VILLA BIANCHI」に業態変更を2店いた
しました後 昨年京橋にできましたエドグラン 新ししました後、昨年京橋にできましたエドグラン、新し
い注⽬を集めている商業施設でありますが、こちらに
「VILLA BIANCHI京橋」を出店しました。

また、⾼付加価値業態への転換として、合計6店舗の
業態変更を⾏いました。「⻁連坊」「THE OLD STA
TION」「TIKI TIKI」「TOP30」と、⽐較的当社の
中でも⼤型の店舗につきまして、⽴地を⽣かした形で
新しい魅⼒をお客さまに訴求するということで、業態
変更に取り組んでまいりました。昨年下期に業態変更
を実施しておりますので、評価を下すには少し早いと
思いますが、それぞれに計画どおりのところ、それか
らなかなかお客さまへの認知が浸透しないなど、まだ
課題を残しているところがございますけれども、概ね
我々が考えていた⽅向に業態変更がうまくお客さまに
伝わりつつあるという評価をいたしております。
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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で6場、それから⽂化施設で
は1施設ということで、計画どおりの出店となりまし
た。ゴルフクラブレストランにつきましては、当社が
既存のゴルフ場様で展開している実績をベースにいた
しまして、先⽅様からお声がけいただいたり、従来か
らこちらからお話かけしているものが進んだりという
ところで、6場を新規受託することができました。
我々の実績に基づくご評価をいただいた上での出店と
いうことでありますので、⾮常に⼼強く思っていると
ころでございます。

また、⼀番最後にございます「いずみホール」。こち
らは⼤阪のクラシック⾳楽の専⽤のホールの飲⾷施設
です。我々が東京で⾏っている⾳楽ホールの実績に対
して、ご評価いただいたものと考えております。
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では、決算ハイライト、損益計算書です。

売上⾼は、先ほど申し上げましたとおり、前期に対し
ましては減収ということになりました。

売上原価では、特に光熱費の単価ダウン等が効きまし
た。パートナー関連の募集費等々につきましては、前
年に対して増となっていますけれども、原価およびシ
フト管理のところは⽐較的うまく進んだこともござい
まして、売上総利益では0.4ポイントのアップとなり
ました。ました。

販売管理費では、先ほど申しました業態変更関連の費
⽤、外形標準課税の税率がアップ、システム更新に伴
う費⽤といった⼀時的費⽤も含まれますが、こういっ
たところが少しプッシュをいたしました。

営業外収⽀では、店舗⽴退き補償⾦とありますが、店
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舗が⼊居していたビルの建て替えによる撤退というこ
とになり、その補償のお⾦を頂戴いたしました。この
分が効いたこともありますが、経常利益では前期に対
して若⼲増益ということになりました。

特別損益のところでは、業態変更等に伴う資産除却等
が昨年よりは多く効いている、ということになります。
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が昨年よりは多く効いている、ということになります。
最終当期純利益のところでも、前年を下回るというこ
とになっております。



キャッシュフローでございます。

当事業年度における現⾦及び現⾦同等物につきまして
は、前事業年度に⽐べまして56百万円増加の654百
万円とな おります万円となっております。

営業活動によるキャッシュフローでございますが、営
業活動の結果得られました資⾦は1,632百万円となっ
ております。これは税引前当期純利益、それから減価
償却、店舗等撤退損失、それから固定資産の除却損
等々の計上によるものでございます。

7
投資活動のところの資⾦は974百万円ということにな
ります。これは主に有形固定資産の取得による⽀出に
よるものでございます。先ほど来申し上げました
「響」の出店、それから⼤型の業態変更、それから既
存店の美装投資、既存店を磨くという意味の投資も含
まれておりますので、昨年よりも増加をしたというこまれておりますので、昨年よりも増加をしたというこ
とになります。

財務活動の結果使⽤いたしました資⾦は601百万円と
いうことになります。これは借⼊⾦の収⼊返済による
収⽀によるものでございます。

バランスシートでございます。

当事業年度末におきます総資産は14,058百万円とな
りました。前事業年度と⽐べまして268百万円の増加
ということになります。増加主要因といたしましては、
固定資産の取得によるもの、⼤型の業態変更等による
固定資産増ということになります固定資産増ということになります。

⾃⼰資本⽐率につきましては、前事業年度よりも0.6
ポイント増加で30%ということになりました。ネッ
トD/Eレシオも0.11ということで、財務体質の健全化
を⼀歩前に進めることができたものと思っております。
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ではここから、ʼ17・ʼ18・ʼ19の3カ年の中期計画の
考え⽅と今後の活動展開についてご説明させていただ
きます。

まず 我々を取り巻く事業環境は今後とも⾮常に厳し

＜2．新・中期経営計画（'17〜'19）と今後の展開＞

まず、我々を取り巻く事業環境は今後とも⾮常に厳し
いものと捉えるべきであろうと思います。

特に我々の経営という⾯では、先ほど来申し上げまし
たお客さまの需要がどのようにに動いていくのか、そ
れから業界環境では、⼈材不⾜を背景としたさまざま
なコストアップ、⾷材関連費⽤のアップ、これらはす
べてアップ⽅向の圧⼒がかかっております。エネル
ギーコストについては、しばらく安定しておりました
が、今後については少し不透明なところも出てきてお
ります。また、制度改正関連では、社会保険の適⽤拡
⼤、それから外形標準課税の税率改正、税率アップ、
これは⼤きく効いてまいります。
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このあたりをしっかり踏まえた上での経営計画という
ことを考えていかなければならないと思っております。

その中での、我々ダイナックとしての中期の経営ビ
ジョンといたしましては、「“選ばれる”ブランドにな
る」「“選ばれる”ブランドを⽬指す」ということを１
つのキーワードにいたします。

ダイナックの強みでございます商品⼒、技術⼒、サー
ビス⼒ こうい たものにし かり磨きをかけて 最ビス⼒、こういったものにしっかり磨きをかけて、最
⾼品質を徹底追求する。これを今、会社の中での１つ
のスローガンとしております。

その上で、お客さまには⾼い品質、安⼼・安全、信頼
というところでしっかりご評価をいただき、株主の皆
様をはじめとするステークホルダーの皆様には安定的
そして着実な成⻑、また、共に働く仲間には働きやす
さ、やりがい、こういったものをしっかりと実現し実
感していただくことによって、すべてのステークホル
ダーの皆様のロイヤルティをしっかり確⽴していく。

これからの時代に「選ばれるダイナック」というもの
を確⽴していきたいと思っております。
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若⼲⼿前味噌になりますけれども、当社の強み、ダイ
ナックの強みはどこにあるのかというところを、我々
⾃⾝もしっかりベースとして認識をしたいと思います。

まず創業59年、来年60年を迎えようという歴史と実
績。サントリーグループの⼀員であるというところの
信⽤⼒・ブランド⼒。そして⼈財のパワー。こういっ
たものを基盤とした上で、優良な事業ポートフォリオ
というふうに表現しておりますが、直営の飲⾷ビジネ
スに加えて受託のビジネスという、この２つの⾞輪で
事業ポートフォリオをくみ上げながら、今後とも業容

11

を拡⼤し収益をしっかりと上げるというようなビジネ
スモデルが当社の強みと認識をし、これをしっかり磨
いていきたいと思っております。

直営ビジネスの強みでございます。

私共ダイナック、多業態展開と規定をしておりますけ
れども、この多業態の強みというものが、このドミナ
ント展開です。丸の内・⼋重洲エリア、新宿エリア、
⼤阪の梅⽥エリア こうした都⼼部に集中的に店舗を⼤阪の梅⽥エリア。こうした都⼼部に集中的に店舗を
展開、それを多業態で展開していくということにより
まして、都⼼特化でそこにいらっしゃるターゲットの
お客さまのニーズに合わせた店舗、そして施策を展開
していく。

多彩な業態をそこで展開することによりまして、お客
幅広 利 動機 応 がさまの幅広い利⽤動機にお応えしていくことができる。

こうしたところにダイナックとしての⼤きな強みを
もっていると考えております。

また、ビジネスパーソンの皆さんが主要なお客さまと
想定をしております。その中でも中価格帯以上のゾー
ン ランチだけでなくディナーのところに強みをもち
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ン、ランチだけでなくディナ のところに強みをもち、
かつサントリーグループということもありますけれど
も、お⾷事と共に酒類、飲料のところにもしっかりと
品質と価値を磨いていく。

こうした中価格帯以上の業態、このゾーンに特化する
ことで今後とも展開をしていきたいと思っております。
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また、受託のところでは、実績とノウハウを武器に着
実に事業を拡⼤してまいります。ゴルフ場レストラン
は、全国で75場というところまできております。ゴ
ルフ場様からレストラン運営を受託する企業というと
ころでいいますと ナンバ スリ 以内というところころでいいますと、ナンバースリー以内というところ
のポジションにあります。

また、道の駅、茨城県の古河市にございます「道の駅
こが」。ここでの着実な運営というものを背景にいた
しまして、いろいろなところからのお話を頂戴してお
ります。実績がご評価を頂戴してお声がけいただける
というところでありますので、この受託ビジネスにつ
いては、既存の受託店舗でしっかりお客さまに魅⼒そ
して価値をご提供することによって、新しい事業をま
た広げていく活動を今後とも進めてまいりたいと思っ
ています。
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少し⻑いレンジで、2009年からの流れをざっと振り
返らせていただいています。

この間、我々にとっては⾮常に⼤きな環境変化の連続
でありました。リーマンショックといわれた時代があ
りました。東⽇本⼤震災で⾮常に⼤きな影響を受けま
した。その後もアベノミクス、直近におきましても為
替の変動であったり 先ほど触れたような各種の事業替の変動であったり、先ほど触れたような各種の事業
コストの増加というような背景がずっと続いてきまし
た。

この間、業態ポートフォリオを最適化をしていくこ
と、受託ビジネスを含めた事業ポートフォリオの拡充
を図ること、こうしたことを進めてきたことによっ

着実な業容の拡⼤と利益の拡⼤を図 ま りま14 て、着実な業容の拡⼤と利益の拡⼤を図ってまいりま
した。⼀⽅で、コストの問題、財務体質の強化を進め
ることにより、借⼊⾦については、この間で⼤幅圧縮
をするということに取り組んでまいりました。⼀定の
成果を上げながらここまではきているのではないかと
思っております。

14

8



中期経営計画は、基本的には毎年ローリングで⾒直し
ながら進めてきております。

ʼ17・ʼ18・ʼ19の向こう3年間、⼤きな⾻⼦は従来の
考え⽅は変わっておりません。

成⻑に向けてまず収益基盤をしっかりと強化していこ
うということで、主な取り組みの柱としては、①事業
ポートフォリオの進化による収益⼒の強化、②基盤と
なる機能・サービスの進化、それから③⼈財パワーの
最⼤化、この３つの柱に基づいて今後の中期の活動を
進めてまいりたいと思っております。
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直営ビジネスにつきましては、多業態とはいうものの、
⼤きく括ると「６つの業態のグループ」と我々として
は捉えております。

お客さまの視点から、この我々の業態を捉えますと、
倶楽部ダイナックを１つの軸にいたしまして、お客さ
まにとっては幅広いタイプのお店を楽しんでいただけ
る。特に「倶楽部ダイナック」というシステムでお客
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る。特に「倶楽部ダイナック」というシステムでお客
様との関係を作っていけるというところがございます。

それぞれのグループの中では、⼀部はグループの枠を
越えて、共通バックヤードと表現しておりますけれど
も、例えば⾷材、メニュー、技術、接客ノウハウにつ
いて共通化・共有化・標準化といったことをしていく
ことによ て 多業態ながら 運営⾯での効率化を進16 ことによって、多業態ながら、運営⾯での効率化を進
めていく体制をとっております。そのなかでお互いに
QSCを磨いていくことによる効果が出てきていると
思います。

今後とも各々の業態、グループにおきまして、さらに
業態価値を向上していくことに取り組んでまいりたい
と思います。さらに専⾨性の⾼い業態に今の業態をブ
ラッシュアップしていくこと、そして、既存の業態の
なかのいいところを取り込んだ進化型のブランドを開
発していくこと、こうしたところに今後の中期の視点
を置いてまいります。
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受託ビジネスでございます。

受託ビジネスにつきましては、信頼と実績に基づく業
容拡⼤ということで、ゴルフクラブレストランにつき
ましては、中期3カ年で毎年5場の受託の増を⽬指し
ております。昨年は6場、おかげさまで新しいお仕事
をいただきました。本年につきましても、すでに２件
は決定済み。決して毎年5場という⽬標は⾼すぎる
ハードルではないと思っています。

道の駅等の受託につきましても、「道の駅 こが」に

17

加えまして、2018年開業予定の岐⾩県⼤野町で計画
されております「道の駅 パレットピアおおの」の受
託は決定しております。他にも、各地で道の駅の計画
が出ております。いろいろなところにお話をお伺いし、
またご相談も受け、といった活動を続けております。
道の駅の受託ビジネスにつきましても、我々ダイナッ
クにとって１つの⼤きなビジネスユニットというとこ
ろまで成⻑させていきたいと思っております。

ケータリングビジネスにつきましては、サントリーグ
ループが持っている企業様向けの営業⼒、こういった
ところとも連携を強めながら、特に法⼈需要の開拓活
動を続けております。昨年4 000⼈、3 000⼈という動を続けております。昨年4,000⼈、3,000⼈という
ような規模のパーティーの受託しました。今後ともサ
ントリーグループの⼀員であるということを１つ強い
バックボーンとしながら、企業様のケータリング・
パーティー需要にしっかりとお応えをしていきたいと
思っております。
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基盤となる機能・サービスについて申しますと、「倶
楽部ダイナック」でございます。

2019年3年後には会員数を昨年ʼ16年に⽐べて1.4倍、
実働で40万⼈のお客さまに「倶楽部ダイナック」の

バ ご だメンバーとして、いろいろなお店をご利⽤いただけた
ら⼤変ありがたいというような計画で進めております。

特に2017年、新規に倶楽部ダイナックにご⼊会いた
だくお客さまを勧誘させていただく活動に加えて、リ
ピート・再来店と申しますか、１回来ていただいた⽅
に早めに２回⽬来ていただく、２回⽬来ていただいた
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⽅に早めに３回⽬来ていただいて、「このカードって
こういうふうに使えるんだな」という体験していただ
く。こういう活動に軸⾜を置いて新しい働きかけをし
てまいります。

⼈財パワーの最⼤化でございます。

まず、「おもてなしの⼼」。「S１グランプリ」とい
う業界の全体のサービスコンテストにおきまして、全
国チャンピオンになりました中尾、準チャンピオンを
２年連続獲得しております禰冝⽥、この２⼈のメン
バーが現在ホスピタリティマネージャーとして 特定バ が現在ホスピタリティマネ ジャ として、特定
の店舗所属ではなく、各現場で仕事に⼊りながらダイ
ナック全体のサービスレベル向上、接客レベル向上に
取り組む活動も⾏っております。

他にも、パートナーの皆さんの⼒をもっと発揮しても
らう、もっと⻑く勤めてもらうようにするための施策、
「お客様感動満⾜ 追求」と う意味 さまざまな「お客様感動満⾜の追求」という意味でのさまざまな
社内コンテスト。それからドリンクの最⾼品質。⽣
ビール、ハイボール、ワイン、⽇本酒も含めていろい
ろなお酒についての飲み⽅、そして商品知識。こう
いった⾯での業界ナンバーワンを⽬指す。それを継続
するということを、ダイナックの中の１つの強みとし
てまいりたいと思 ております

19
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次に、この3年間の新・中期経営計画の位置づけであ
りますが、先ほどご覧いただきましたとおり、直近5
年間、売上・利益とも少しずつのところもありますけ
れども、確実に成⻑を遂げてきております。

今後につきましても、成⻑に向け、収益基盤を強化し
て、ʼ17・'18・ʼ19の３カ年、コストアップ要因が⾮
常に読み切れないところではありますが、コスト吸収
しながら着実に成⻑を遂げていくことを3カ年の計画
として取り組んでまいりたいと思います。

＜3．2016年12⽉期 業績予想＞
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2017年、当期の12⽉期業績予想でございます。

まず、売上⾼。36,900百万円、前期⽐102.5%。営
業利益で1,000百万円、前期⽐132%。経常利益で97
0百万円、前期⽐102.7%。当期純利益で370百万円、
前期⽐で151.4%と計画しております。

経常利益につきましては、先ほどご説明申し上げまし
た、昨年店舗の⽴退き補償⾦が営業外でありましたの
で、営業利益に⽐較しますと利益の増額分が⼩さく⾒
えております。

当期純利益につきましては、特別損失で、昨年'16年
度につきましては⼤型業態変更等々によります影響を
例年よりも多めに受けている部分がありました。本年
につきましては概ね通年ベースと考えていますので、
純利益の増につきましても⼤きくなっているというこ
とになります。
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出店計画でございます。

出店につきましては全体で14店舗。バー・レストラ
ンで9店舗、ゴルフクラブレストランで5店舗と計画
をいたしております。をいたしております。

閉店については現在のところ、先⽅様の事情から、受
託の中で2店舗、閉店が決まっているところがござい
ますが、その他については現段階では⾒込んでおりま
せん。
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配当につきましては 昨年73期 これまでの中間5円配当につきましては、昨年73期、これまでの中間5円
の配当から6円の配当、年間12円の配当に配当を増額
いたしました。今期についても、同様の配当とさせて
いただきたいと思っております。

基本的な配当⽅針としましては、安定的な配当の維持
と、将来に備えた内部留保の充実を念頭においた利益
配分ということでございます。基本的にはまず安定的
に配当させていただくというところを前提に、この先
ともしっかりと株主様にも還元できる経営をしてまい
りたいと思っております。

以上で、私からの説明を終わらせていただきます。
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