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1．2017年12⽉期 決算説明
2．中期経営計画（ʻ18〜ʼ20）と今後の展開
3．2018年12⽉期 通期業績予想

〔 業 績 〕前年同期と⽐べ減収。厳しい事業環境が継続し、経常利益は減益。

サ マ リ ー

〔 既存店〕 既存店売上⾼は前年対⽐プラスで堅調に推移

〔 出 店 〕新規出店9店舗。

〔当期の取り組み及び今後の重点施策〕

〔既存店〕 既存店売上⾼は前年対⽐プラスで堅調に推移。

■新・中期経営計画に基づき、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

〔業績予想〕売上⾼368億、経常利益8.9億円

〔１株当たり配当〕 2017年12⽉期中間配当 : 6円

1.事業ポ トフォリオの進化による収益⼒強化
直営ビジネス・・お客様から選ばれるための「業態価値向上」
受託ビジネス・・信頼と実績に基づく業容拡⼤

2.最⾼品質の追求と継続
3.⼈財パワーの最⼤化

17年12⽉期の業績のダイジェストでございます。売上
＜1．2017年12⽉期 決算説明＞

〔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）

⾼は35,913百万円、2016年12⽉期と⽐較すると約100
百万円減収ということになります。営業利益は737百万
円、経常利益752百万円、当期純利益321百万円となり
まして、経常利益段階で捉えるならば、減収減益。当期
純利益段階では増益になりますが、われわれの認識とし
ては やはり減収減益 ⾮常に厳しい1年間の結果でては、やはり減収減益、⾮常に厳しい1年間の結果で
あったと捉えています。後ほどご説明申し上げますが、
既存店につきましては、堅調に推移をしたと思っており
ます。しかしながら、新規出店が計画に⾄らず、また、
天候の⾯で下半期において台⾵等もございまして、特に
ゴルフクラブレストランにおいて影響を受けました。ま1
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た、計画外で4店舗の事業売却を⾏っております。売上
⾯では、この部分が計画外で減収になりました。⼀⽅、
純利益の段階では、売却利益を計上し、プラスに働いて
おります。



既存店の売上⾼の前年⽐でございます。

通期全体で前年⽐100.5。既存店につきましては、堅調
に推移をしたと思っております。バー・レストランは
前年⽐100 8 ゴルフクラブレストランは 年初2⽉の前年⽐100.8、ゴルフクラブレストランは、年初2⽉の
雪、10⽉の2回連続の台⾵、これらの影響を⼤きく受け
ましたため前年⽐98.8となりました。受託関係のその
他につきましては、前年⽐101.3となり、堅調に推移し
たということでございます。
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次に店舗の状況でございます。

年間の出店合計は9店舗。業務受託が1店舗あり、合わ
せて10店舗となりました。バー・レストラン、ゴルフ
クラブレストランとも、これ以上の出店の計画を持って
おりましたが、計画通りには参らなかったというところおりましたが、計画通りには参らなかったというところ
でございます。バー・レストラン等を⾒てまいります
と、総じて家賃⽔準は⾼い⽅向に向かっております。ま
た、建築費につきましても、⾮常にコストがかかる状況
なので、そうしたところも相まって、なかなかいい物件
に巡り合うことは難しい状況でした。
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後程触れますが、本年度2018年につきましては、昨年
の後半あたりで相当数成約しております。昨年は特にき
つかったというような実感を受けておりますが、本年
は、状況は少し変わってくるように考えております。結
果として、2016年12⽉期末の258店舗に対しまして、
2017年12⽉期は閉店もあり257店舗と1店舗減となり2017年12⽉期は閉店もあり257店舗と1店舗減となり
ました。
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損益計算書でございます。

売上原価は、0.3ポイントのコストプッシュになってお
ります。私どもがパートナーと呼ばせていただいてい
る、アルバイト・パートの皆さんに関わる⼈件費が売上
原価の半分以上を占めます。時給・募集費・社会保険加
⼊者増によりこの部分の負担が増えました。販売管理費
は、16年に⽐べまして0.2ポイントの良化となっており
ます これは 新規出店や業態変更にかかる⼀時費⽤がます。これは、新規出店や業態変更にかかる 時費⽤が
16年度よりは減少したということで、出店が計画通り
進んでないことの裏返しとなります。決して、喜ぶべき
数字ではないと捉えております。営業利益は、利益率が
2.1％、16年並。営業外のところでは、前事業年度、16
年度のときに、店舗⽴退き保証⾦の受け⼊れがございま
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したので、少し膨らんでいます。その裏返しの減少とい
うのがございます。経常利益につきましては、752百万
円になっています。特別損益のところで、事業売却に伴
う事業譲渡益を計上しています。この分がプラスに働い
ているという状況でございます。

キャッシュフローでございます。

営業活動の結果、得られました資⾦は、1,102百万円。
投資活動の結果 使⽤いたしました資⾦は 1 133百万投資活動の結果、使⽤いたしました資⾦は、1,133百万
円。財務活動の結果得られました資⾦が60百万円でご
ざいます。結果等、事業年度末におきます現⾦および
現⾦同等物は、前事業年度末に⽐べまして、29百万円
増加の684百万円になっております。
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貸借対照表でございます。

当事業年度末におきます総資産は 14 056百万円とな当事業年度末におきます総資産は、14,056百万円とな
ります。前事業年度末に⽐べまして、2百万円の減少。
⾃⼰資本⽐率は、前事業年度末よりも1.7ポイント増加
いたしまして、31.7ポイント。ネットD/Eレシオ等に
つきましては、表にある通りでございます。主な増減
は、表の右側の吹き出しのところに整理しております
ので、ご覧いただければと思います。
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それでは、次に新・中期経営計画の内容と、今後の展
開についてご説明を申し上げます。

最初に、私どもダイナックの中期経営計画は、3年のレ
ンジでローリングして、毎年、若⼲の⾒直しを加えな

＜2．新・中期経営計画（ʻ17〜ʼ19）と2017年12⽉期上期の取組み＞

がら展開をしています。従いまして、今から申し上げ
ますのは、ʼ18年からʼ20年までの3カ年の計画であると
いうご理解をいただければと思います。

事業環境でございます。

これは、昨年ご説明したときと⼤きく変更はございま
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せん。経済環境、また、お客さま・⽣活者の皆さんの
ライフスタイルの変化、そして業界環境、こういった
ところ、今後とも厳しい事業環境を想定しておく必要
があると考えております。
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中期経営のビジョンとしましては、ダイナックの強み
の特徴であります商品⼒、技術⼒、サービス⼒、この
結果としての最⾼品質を徹底追及することで、全ての
ステ クホルダ の皆さんのロイヤルティ を確⽴しステークホルダーの皆さんのロイヤルティーを確⽴し
ていくことが、私たちが⽬指すところでございます。
お客さまには、⾼品質、安⼼安全、そして⾼い信頼。
株主のみなさまには、安定的利益確保と着実な成⻑。
働く仲間には、働きやすい職場・環境。これらを継続
して実⾏していきたいと思っております。
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当社の強みについてでございます。

本年3⽉に、私どもは、前⾝の会社を含めて創業60年と
いう年を迎えることになります。⽇本の飲⾷会社の企
業の中でも、60年というのは相当⻑いと認識しており
ますが、その間に培って来た⼒が、今のダイナックを
⽀えていると考えています。さらに、サントリーグ
ループの⼀員としての信⽤⼒・ブランド⼒。こういっ
たものが下⽀えとな ています その上に ⼈材パたものが下⽀えとなっています。その上に、⼈材パ
ワーとして、商品⼒・技術⼒・サービス⼒がありま
す。この基盤の上に展開しております直営ビジネスと
受託のさまざまなビジネス、この2軸の事業ポートフォ
リオで、業容を拡⼤し、収益を⽣んでまいりました
し、今後もこの2軸を同じように成⻑させていきたいと
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考えております。
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まず、直営ビジネスについてです。

都⼼部の繁華街および主要ターミナルといった所で、
多業態のドミナント展開をしています それにより都多業態のドミナント展開をしています。それにより都
⼼に特化したターゲットニーズに対して、それに合わ
せたバーレストランを展開していく。それが、お客さ
まの⽀持を得られる。また、多業態展開により幅広い
お客さまの利⽤動機にお応えすることができている。
これが⼀つの⼤きな特徴であると考えております。ま
た、こういった都⼼のビジネスパーソンをターゲット
に、価格帯的には、中価格帯以上としています。当社
は2,000円以下の、いわゆる低価格の居酒屋・レストラ
ンビジネスというところは視野には⼊れていません。
今後も、中⾼価格帯のゾーンに特化して、他社と差別
化された⼒を発揮しながら、展開を広げてまいりたい
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と思っております。

次に受託ビジネスでございます。

受託ビジネスは、多くの実績とそれにより培って参り
ましたノウハウ、これを武器に着実に事業を展開して
まいりたいと思っております。ゴルフ場レストラン
は、おかげさまで、74場でお仕事を頂戴しておりま
す れは ゴルフクラブレストランの受託をお受けす。これは、ゴルフクラブレストランの受託をお受け
してる企業の中では圧倒的3本指の中に⼊っていると考
えておりますし、委託をお考えのゴルフ場さまから必
ず声がかかります。また、茨城県の道の駅「まくらが
の⾥こが」での運営実績をもとに、今後もこの道の駅
事業を広げてまいりたいと思っております。「まくら
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がの⾥こが」は毎年売り上げが伸びています。そのた
め道の駅事業をお考えの⾃治体の⽅が頻繁にお⾒えに
なります。こういったところからの広がりが、だいぶ
出てきているという状況でございます。
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中期経営計画の⾻⼦といたしましては、これまでと変
えておりません。同じ取り組みの中で進めて参りたい
と思っております。この⾻⼦に沿いまして、ご説明申
し上げますし上げます。
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まず、直営ビジネスでございます。

お客さまから選ばれるための業態価値向上、でございま
す 私どもバー・レストランビジネスにつきましてはす。私どもバー・レストランビジネスにつきましては、
多業態を展開していると⾒ていただいておりますし、わ
れわれもそう考えています。ただ、実際のオペレーショ
ンの運営に関しましては、和⾵で3グループ、洋⾵で3
グループ、このグループ単位でマネジメント、オペレー
ションを展開しています。また、お客さまの⽴場からご
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覧いただきますと、倶楽部ダイナックカードのホルダー
になっていただいて、ダイナックのいろんな業態をいろ
んな利⽤⽬的でご利⽤いただけることになっています。
先ほど申しました、この６つのグループ中で、⾷材で
あったり、メニューやレシピ、接客技術、販売促進と
い た お客さまから⾒えないバ クヤ ドを共通化しいった、お客さまから⾒えないバックヤードを共通化し
ている効果がしっかり出てると認識をしております。た
だ、今後とも、それぞれのグループの中で、また、それ
ぞれの業態において、業態価値をさらに⾼め、お客さま
のニーズに応えられる新しい姿に進化させていくことが
重要であると考えております。
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その⼀つの取り組みの例でありますが、専⾨性の⾼い
業態にリブランディングしていく、もしくは、進化型
の業態、今の業態の持っている強みを横に⽣かす形
で、あるいは、ある部分を⾮常に強調するような新し
いスタイルの店舗を展開していくというようなことを
今年も取り組んでまいります。

まず、⿃どりです。⿃どりは、20数店舗、15年以上展
開している業態でありますが、この「お茶の⽔ ⿃ど
り」は、従来の⿃どりと少しメニューも変えて、価格
のゾーンも変えて、新しい⿃居酒屋としてのスタイル
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でお客さまにご提供いたします。まだまだ評価の途中
段階ですが、客単価が１段階上の業態として、⿃どり
の新しい姿ができつつあると考えています。

続きまして、「イタリア⾷堂 ポルチェリーノ」。イタ
リアンでは、私どもはPapa Milanoも展開しております
が そのP Mil をベ スにしながら ⾁料理といが、そのPapa Milanoをベースにしながら、⾁料理とい
うところもしっかりと訴求する、どちらかというと商
業施設型を想定しております。こちらはJR千葉の新し
い駅ビルに出店をさせていただきました。

「伊東の⿂イタリアン イトゥバル」。⿂を素材とした
イタリアンバーというコンセプトで展開をいたしまし
た。横浜に、ヒラツカという店舗がございます。これ
も同じように⿂を素材としたバルというようなことで
やってまいりました。それをさらに進化させた形で、
渋⾕に昨年末にオープンをいたしました。

そして、1⽉29⽇、汐留に「鉄板和⾷とワイン 萬鉄」
という新しい業態を展開いたしました これは イという新しい業態を展開いたしました。これは、イ
メージで申し上げますと、響の⾁料理部分を取り出し
て、それに磨きをかけたというふうにご覧いただけれ
ばいいかなと思います。おかげさまをもちまして、お
客さまのご評判も、私どもが想定したようなご評価を
頂戴できているところです。まだまだスタートしたば
かり すが 順調に タ トを切れ とが きましかりですが、順調にスタートを切れることができまし
た。
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次に、受託ビジネスでございます。

まず、ゴルフクラブレストラン、現在、74場のお客さ
まと仕事をさせていただいています。今後とも、3カ
年、⼤体、毎年5場、新しいお客様と仕事させていただ
きたいなというような計画で進めております。おかげさ
まで2018年は、既に1⽉の段階で2場、この春、4⽉に
も2場、計4場の成約を頂いていますので、今年はほ
ぼ、⽬標通り進んでいるかなと認識をしております。ま
た、道の駅の受託につきましては、これも本年7⽉に、
岐⾩県⼤野町「パレットピアおおの」という道の駅が
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岐⾩県⼤野町「パレットピアおおの」という道の駅が
オープンいたします。ここの売り上げは、恐らく岐⾩県
ナンバーワンになるだろうと周りからも⾒に来ていただ
いているというところであります。この道の駅事業は、
現在いろんな形で、情報探索をふまえ、事前のお話をさ
せていただいているところが複数カ所ございます。ここ
につきましても、中期的にしっかりと伸ばしていきたい
と思います。それから、ケータリングビジネス。特に、
サントリーグループの法⼈営業⼒。いろんな会社とのお
取引がございます。そうした中でのケータリングビジネ
スの拡⼤にも努めてまいります。

2017年、⽂化施設、レジャー施設、それからゴルフク
ラブレストラン等、新たに仕事をいただいております。
本年につきましては、道の駅「パレットピアおおの」、
そして、吉川カントリー倶楽部、太宰府ゴルフ倶楽部、
この2場が、1⽉にスタートいたします。あと2場、4⽉
に予定をいたしております。ちょっとまだ名前は、申し
上げられないのですけれども、そこまで計画が進んでい
るところであります。
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次に、最⾼品質の追求と継続について説明します。

まずは、マグネット商品。お客さんに、これはなかなか
良い商品だね、こんなのがあったのだと⾔っていただけ
るような、マグネット商品をしっかりと開発していくこ
とに取り組んでおります。その１例、世の中で⾔われて
いるインスタ映えというところまでは、ダイナックなか
なか⾏っておりませんけれども、そういったことも意識
しながら、お客さまに感動とご満⾜を頂戴できるような
商品開発を進めてまいります それから お客さまの声商品開発を進めてまいります。それから、お客さまの声
に⽿を傾けるという意味で、昨年の下期から新しいお客
さまの声のアンケートシステムをスタートいたしまし
た。相当な数のお客さまの声が集まります。その声をわ
れわれの店づくりにつなげていくことに取り組んでいる
ところでございます。
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次に、⼈財パワーの最⼤化でございます。

社員、パートナー、全部合わせますと、7,000名を超え
るスタッフのみなさんにダイナックの現場を⽀えていた
だいています。

昨年からスタートいたしました、DYNAC AWARDは社
員、パートナー、全てのスタッフの皆さんを対象にした
表彰制度です。特に意識しておりますのは、数字⾯では
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捉えきれない、いろんな活動の勝ってる、頑張ってる、
こういったところをしっかり評価して、それを全社で表
彰していこうということでやっております。また、お客
さま感動満⾜では、さまざまな社内コンテスト、これも
計画通り進めております。パートナーさんの皆さんと向
き合うということでは ファイブスター制度 これも特き合うということでは、ファイブスター制度。これも特
に、年2回、⾯談を必ず実施するというのが⾮常に⼤き
なポイントになっています。飲⽤時品質ということで
は、社内における「飲⽤時品質 集合研修」、また、ソ
ムリエに代表されるような資格取得のサポート、⽣産現
場に出向くような研修、こういったところに⼒を⼊れて
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いきたいと思います。



中期経営計画の位置付けでございます。12年から表記
しております。震災の翌年から、着実に売上利益、積み
上げてきたわけですけれども、近年、少し、ある種の踊
り場的な状況というふうに考えています。いろんな要素
があります。やはりコストプッシュが⾮常に効いてきて
いると考えます。それから、物件獲得において少し状況
が変わってきているところです。この辺りが少し勉強し
ないといけない。ただし今後については、18年から20
年にかけて、そう極端なV字というふうにはなりません
けれども 確実に成⻑をさせていく そういう取り組み

19

けれども、確実に成⻑をさせていく、そういう取り組み
にしてまいりたいと思っております。

以上の考え⽅のもと、既に発表させていただいており
ますが、本年の7⽉1⽇から、会社分割による持ち株会
社体制に移⾏をさせていただきたいと考えておりま
す ⽬的としては やはり現場に近いところで 企業す。⽬的としては、やはり現場に近いところで、企業
としての意思決定および運営をスピーディーに⾏って
いく体制。また、M&Aやアライアンス等を活⽤して業
務拡⼤を今後図っていく、そういうグループ運営体
制。そして、経営責任の明確化と同時に、次世代経営
⼈材をこの中で育てる。こういった利点から、持ち株

20

会社への移⾏を図ることを考えております。株主総会
でのご承認を頂戴してのことになりますが、ご提案を
申し上げたいと思います。
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それでは、2018年12⽉期業績予想を説明します。

2018年12⽉期、売上⾼は36,800百万円、前期⽐
102.5％、886百万円増を⾒込んでいます。営業利益は

＜3．2017年12⽉期 通期業績予想＞

740百万円、経常利益890百万円、当期純利益330百万
円。まず、売上⾼は、新店での増分が、かなり⼤きく寄
与するものと⾒込んでおります。既存店も、全社で、本
年は前年⽐で101.8％という、既存店が伸びる傾向でご
ざいます。次に、先ほど申し上げました出店、それから
改装 う たと ろ 時費⽤が増加する とに伴

21

改装、こういったところの⼀時費⽤が増加することに伴
いまして、営業利益は、売り上げ増分との⽐較で⾒てま
いりますと、17年並ということになります。⼀⽅で、
本年につきましても、⽴ち退き保証⾦が⾒込まれており
ます。この⼀時収⼊増が⾒込まれておりますので、経常
利益のほうで⾒ますと増益、経常利益の段階では、増分利益のほうで⾒ますと増益、経常利益の段階では、増分
が130百万円くらい出るということになります。

出店の⾒通しでございます。

出店につきましては、バーレストラン8店、ゴルフクラ
ブレストラン5店、その他受託1店、これは道の駅です
ね、全部で14店ということを計画をしております。先
ほど申しましたように バ レストランにつきましてほど申しましたように、バーレストランにつきまして
は、細かくは申し上げられないのですけれども、8店成
約を頂いております。ゴルフクラブレストランにつき
ましても4店成約を頂いています。道の駅も決まってい
ます。昨年17年は⼤変苦労しましたが、18年はなんと
か今の段階で、数字的には、出店の計画は達成という
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状況です。⼀⽅で、いろんな要因からの閉店もござい
ます。これらを含めた上で、全体としては、なかなか
店数増にはつながりにくいということになります。
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配当でございます。

配当につきましては、73期から12円の配当としており
ます。この18年期につきましても、同じ12円配当とい
うところで考えたいと思っております。

以上、決算の説明ならびに中期経営計画、そして、当期
の取り組みについてご説明させていただきました。あり
がとうございました。
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