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上 場 会 社 名        株式会社ダイナック              上場取引所 東証二部 
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代  表  者 代表取締役社長       若杉 和正 

問合せ先責任者 取締役法務・総務部エグゼクティブマネージャー、 ＴＥＬ (03)3341－4216 

管理部担当、ＣＳＲ推進担当  大和田 雄三     

 

（百万円未満切捨て） 

１． 平成 20 年９月期第３四半期の業績（平成 19 年 10 月１日～平成 20 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     ％

20 年９月期第３四半期 29,958 △1.4 647 △41.3 575 △44.5 176 △52.0

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

19 年９月期 40,323     － 1,446     － 1,354     － 300      －

 

 
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

20 年９月期第３四半期 25  08 － 

19 年９月期第３四半期 52    20 － 

19 年９月期 42    67 － 

 
(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 

20 年９月期第３四半期 19,852  4,716  23.8   670 62  

19 年９月期第３四半期 19,225  4,714  24.5   670 30  

19 年９月期 20,121  4,646  23.1   660 66  

 
(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

20 年９月期第３四半期 274  △2,144  1,826   335  

19 年９月期第３四半期 900  △745  △197   342  

19 年９月期 1,715  △950  △769   379  

 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期 末 年 間 

 円   銭 円   銭 円   銭 

19 年９月期 7  50  7  50  15  00   

20 年９月期（実績） 7  50   －    

 20 年９月期（予想） －   12  50  20  00   

（注）20 年９月期末配当金(予想)の内訳には、創業 50 周年記念配当５円を含んでおります。 
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３．平成 20 年９月期の業績予想（平成 19 年 10 月１日～平成 20 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 △0.8 900 △37.8 800 △40.9 150  △50.0 21    33 

 
４．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 ： 無 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．平成 20 年５月２日に公表しました平成 20 年９月期通期業績予想は、本資料において修正しており

ます。 

２．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、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。

なお、業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項、上記１に係る業績

予想の具体的修正内容は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．業績予想に関する定性的情報」

及び本日平成 20 年８月８日公表の「平成 20 年９月期通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご

参照下さい。 
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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、原油高に伴う原材料価格の上昇や生活に関係する商品の値上げが響

き、消費意欲の減退などで依然として厳しい状況にあります。 

  当社はこのような環境のもと、中期経営方針に掲げる「ブランド力の強化」と「収益力の強化」に

向け積極的に取り組んでまいりました。 

当第３四半期においては「響」、「パパミラノ」、「ザ・ローズ＆クラウン」、「八かく庵」、「鳥どり」

及び「ゴルフ場レストラン」の計 10 店を出店し、一方で 12 店を閉店いたしましたので当第３四半期

末の店舗数は 269 店となりました。 

当第３四半期の業績は、創業 50 周年記念キャンペーンなどを実施しましたが、既存店売上高が前

年同期に比べ 1.4％減少し、売上高は 29,958 百万円（前年同期比 1.4％減）、経常利益はコスト削減

などに努めましたが 575 百万円（前年同期比 44.5％減）となり、四半期純利益は 176 百万円（前年同

期比 52.0％減）の減収・減益となりました。 

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 269 百万円減少の 19,852 百万

円となり、純資産は前事業年度末と比べ 70 百万円増加の 4,716 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 0.7 ポイント上昇し 23.8％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期における営業活動によるキャッシュ・フローは 274 百万円となっておりますが、これ

は営業収入 737 百万円と、利息収支及び法人税等の支払額 463 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、これは主に仕入債務及び未払費用の支出が 661

百万円増加したことによるもので、前第３四半期末日が金融機関の休日に当たり支払債務の決済が

繰り延べられたことの差異によるものです。 

投資活動によるキャッシュ・フローは△2,144 百万円となっており、出店にかかる設備・保証金等

の支出 1,435 百万円と敷金・保証金の回収 421 百万円に加え、前事業年度に撤退したスキー場受託事

業等の支出 1,086 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 1,826 百万円となっており、これは借入金 1,930 百万円の増

加と配当金の支払 103 百万円であります。 

この結果、現金及び現金同等物は 43 百万円減少し、当第３四半期末残高は 335 百万円となりまし

た。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

売上高は、ゴルフ場の天候不順の影響及び既存店舗における外食手控えなどから、通期の売上高は

前年同期に比べ 0.8％減少し、引き続き景気の先行き不透明感などによる需要低迷が懸念されること

から、予想比では 1.2％減少する見通しです。 
 利益面では、原材料価格高騰への対応やその他のコスト削減などに努めましたが、雇用環境の変化

に伴う人件費負担の増加、ゴルフ場の天候要因（クローズ等）や既存店舗の売上減少による利益減及

び、法的整理によるゴルフ場等の貸倒懸念債権に対する貸倒引当繰入額の追加引当が予想されるため、

経常利益・当期純利益とも減少の見通しです。 
第３四半期の結果及び上述の状況をもとに、通期の業績予想を下記のように修正いたします。 
 

（通期）                                                                （単位：百万円） 
 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（Ａ） 40,500 1,200 1,100 330

今回修正予想（Ｂ） 40,000 900 800 150

増減額 （Ｂ－Ａ） △500 △300 △300 △180

増減率   （％） △1.2% △25.0% △27.3% △54.5%

（ご参考）前期実績 

（平成 19 年９月期） 
40,323 1,446 1,354 300
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４．（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 19 年９月期 

第３四半期末 

当四半期末 

平成 20 年９月期 

第３四半期末 

増  減 （参考）前事業年度末

（平成19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 342,515 335,779 △6,736  379,676 

受取手形及び売掛金 1,665,836 1,556,093 △109,743  1,719,860 

たな卸資産 299,083 259,472 △39,610  271,394 

その他 898,493 837,209 △61,284  821,011 

貸倒引当金 △110,000 △100,000 10,000  △90,000 

流動資産合計 3,095,929 2,888,554 △207,375 △6.7 3,101,943 

Ⅱ 固定資産     

(1)有形固定資産     

建物 6,276,033 6,621,019 344,986  6,261,849 

工具器具及び備品 983,415 1,035,695 52,279  946,776 

その他 60,114 32,298 △27,816  46,160 

有形固定資産合計 7,319,564 7,689,013 369,449 5.0 7,254,786 

(2)無形固定資産 47,989 46,168 △1,820 △3.8 46,592 

(3)投資その他の資産     

敷金及び保証金 7,700,568 7,305,139 △395,429  7,630,454 

繰延税金資産 1,061,233 1,084,171 22,937  1,102,165 

長期未収入金 292,390 1,588,411 1,296,021  1,588,411 

その他 1,067,729 926,518 △141,210  1,038,565 

貸倒引当金 △1,359,708 △1,675,747 △316,039  △1,641,392 

投資その他の資産合計 8,762,212 9,228,493 466,280 5.3 9,718,204 

固定資産合計 16,129,766 16,963,675 833,908 5.2 17,019,583 

  資産合計 19,225,695 19,852,229 626,533 3.3 20,121,526 

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

    買掛金 2,387,568 1,889,374 △498,194  2,315,371 

  短期借入金 3,020,000 3,680,000 660,000  2,450,000 

  未払費用 1,906,109 1,737,134 △168,975  1,967,907 

未払法人税等 106,800 44,400 △62,400  292,300 

その他 726,411 738,871 12,460  2,096,828 

流動負債合計 8,146,890 8,089,780 △57,109 △0.7 9,122,406 
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前年同四半期末 

平成 19 年９月期 

第３四半期末 

当四半期末 

平成 20 年９月期 

第３四半期末 

増  減 （参考）前事業年度末

(平成19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 4,900,000 5,600,000 700,000  4,900,000 

退職給付引当金 1,287,441 1,292,886 5,445  1,272,877 

役員退職慰労引当金 69,953 53,191 △16,761  73,697 

その他 107,209 99,976 △7,232  106,159 

固定負債合計 6,364,603 7,046,054 681,450 10.7 6,352,733 

負債合計 14,511,493 15,135,834 624,341 4.3 15,475,140 

（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 1,819,873 1,823,740 3,866  1,752,873 

利益剰余金合計 1,999,113 2,002,980 3,866 0.2 1,932,113 

(4)自己株式 △48 △99 △51 △107.8 △48 

株主資本合計 4,705,865 4,709,680 3,815 0.1 4,638,865 

Ⅱ 評価・換算差額等     

その他有価証券 

評価差額金 
8,336 6,713 △1,623  7,521 

評価・換算差額等合計 8,336 6,713 △1,623 △19.5 7,521 

純資産合計 4,714,202 4,716,394 2,191 0.0 4,646,386 

負債、純資産合計 19,225,695 19,852,229 626,533 3.3 20,121,526 



 
㈱ダイナック（2675）平成 20年９月期 第３四半期財務・業績の概況（非連結） 

6 

(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 19 年９月期 

第３四半期 

当四半期 

平成 20 年９月期 

第３四半期 

増  減 
（参考）前事業年度

(平成 19 年９月期)科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 

Ⅰ 売上高 30,387,970 29,958,356 △429,613 △1.4 40,323,057 

Ⅱ 売上原価 26,405,481 26,180,065 △225,416 △0.9 35,125,290 

売上総利益 3,982,488 3,778,291 △204,196 △5.1 5,197,767 

Ⅲ 販売費及び 

一般管理費 
2,879,518 3,130,810 251,292 8.7 3,751,072 

営業利益 1,102,970 647,480 △455,489 △41.3 1,446,695 

Ⅳ 営業外収益 7,120 18,081 10,961 153.9 8,239 

Ⅴ 営業外費用 73,065 89,592 16,526 22.6 100,386 

経常利益 1,037,025 575,969 △461,055 △44.5 1,354,548 

Ⅵ 特別利益 4,006 5,378 1,371 34.2 4,006 

Ⅶ 特別損失 309,054 172,025 △137,028 △44.3 689,444 

税引前四半期（当期） 

純利益 
731,977 409,322 △322,654 △44.1 669,110 

法人税、住民税及び 

事業税 
266,109 114,524 △151,584 △57.0 424,421 

法人税等調整額 98,740 118,435 19,695 19.9 △55,438 

四半期（当期）純利益 367,128 176,361 △190,766 △52.0 300,127 
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(3) 株主資本等変動計算書 
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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平成20年９月期 第３四半期（自 平成19年10月１日  至 平成20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 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19年 9月 30日

残高 
1,741,625 965,175 179,239 1,300,000 452,873 1,932,113 △48 4,638,865

四半期中の変動額    

剰余金の配当  △105,494 △105,494  △105,494

別途積立金の 

積立て 
   －

四半期純利益  176,361 176,361  176,361

自己株式の取得   △51 △51

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 
－ － － － 70,867 70,867 △51 70,815

平成 20 年６月 30 日

残高 
1,741,625 965,175 179,239 1,300,000 523,740 2,002,980 △99 4,709,680

 

評価・換算差額等 
 

その他有価証

券評価差額金 

評価・換算

差額等合計

純資産  

合計 

平成19年 9月 30日

残高 
7,521 7,521 4,646,386

四半期中の変動額  

剰余金の配当  △105,494

別途積立金の 

積立て 
 －

四半期純利益  176,361

自己株式の取得  △51

株主資本以外の

項目の四半期中

の変動額（純額） 

△808 △808 △808

四半期中の変動額

合計 
△808 △808 70,008

平成 20 年６月 30 日

残高 
6,713 6,713 4,716,394
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前事業年度（自 平成18年10月１日  至 平成19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

事業年度中の変動

額 
   

特別償却準備金

の取崩 
 △2,689 2,689 －  －

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 －  －

当期純利益  300,127 300,127  300,127

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 
－ － － △2,689 250,000 △77,292 170,018 － 170,018

平成19年 9月 30日

残高 
1,741,625 965,175 179,239 － 1,300,000 452,873 1,932,113 △48 4,638,865

 

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

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  △130,109

別途積立金の積

立て 
 －

当期純利益  300,127

株主資本以外の項

目の事業年度中の

変動額（純額） 

1,344 844 2,189 2,189

事業年度中の変動

額合計 
1,334 844 2,189 172,207

平成19年 9月 30日

残高 
7,521 － 7,521 4,646,386
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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 19 年９月期 

第３四半期 

当四半期 

平成 20 年９月期 

第３四半期 

（参考）前事業年度

(平成19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 731,977 409,322 669,110 

 減価償却費 717,652 751,245 970,723 

 減損損失 63,423 49,747 73,867 

 店舗撤退損失 149,251 － － 

 店舗等撤退損失 － 47,488 256,325 

 賞与引当金の増加額（△：減少額） △232,000 △247,000 15,000 

 役員賞与引当金の増加額（△：減少額） △19,400 △25,600 6,200 

 退職給付引当金の増加額 72,268 20,009 57,704 

 役員退職慰労引当金の増加額（△：減少額） 10,894 △20,506 14,638 

 貸倒引当金の増加額（△：減少額） △8,731 63,769 252,952 

 受取利息及び受取配当金 △1,790 △2,139 △2,166 

 支払利息 67,418 77,169 90,271 

 固定資産売却益 △4,006 △5,159 △4,006 

 固定資産除却損 50,136 69,720 52,324 

 前払年金費用の減少額 8,265 66,967 9,989 

 売上債権の減少額（△：増加額） 28,919 168,325    △22,326 

 たな卸資産の減少額 21,017 11,922 48,705 

 仕入債務の増加額（△：減少額） 37,296 △425,996 △34,901 

 未払費用の増加額（△：減少額） △35,306 △235,861 31,275 

 その他 △120,806 △35,834 △106,900 

 小計 1,536,477 737,589 2,378,787 

 利息及び配当金の受取額 1,790 2,139 2,166 

 利息の支払額 △64,795 △72,081 △92,433 

 法人税等の支払額 △573,138 △393,553 △573,151 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 900,334 274,094 1,715,369 

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 △789,161 △1,335,642 △953,735 

 有形固定資産の売却による収入 4,512 5,782 4,512 

 敷金及び保証金の差入による支出 △166,333 △99,727 △308,813 

 敷金及び保証金の回収による収入 283,319 421,716 376,019 

 貸付けによる支出 △1,940 △15,500 △2,465 

 貸付金の回収による収入 2,755 2,640 3,580 

 無形固定資産の取得による支出 △349 △456 △927 

 店舗等撤退による支出 － △1,086,927 － 

 その他 △78,281 △36,645 △68,817 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △745,479 △2,144,760 △950,645 

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 10,000 1,230,000 △560,000 

 長期借入れによる収入 300,000 700,000 300,000 

 長期借入金の返済による支出 △380,000 － △380,000 

 自己株式の取得による支出 － △51 － 

 配当金の支払額 △127,239 △103,180 △129,946 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △197,239 1,826,768 △769,946 

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △42,384 △43,897 △5,223 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 384,899 379,676 384,899 

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 342,515 335,779 379,676 
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５．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 19 年９月期 

第３四半期 

当四半期 

平成 20 年９月期 

第３四半期 

（参考）前事業年度 

(平成 19 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 28,116 92.5 27,905 93.2 △0.7 37,311 92.5 

ケ ー タ リ ン グ事  業 561 1.9 578 1.9 3.1 817 2.0 

そ の 他 の事  業 1,710 5.6 1,473 4.9 △13.8 2,194 5.5 

合  計 30,387 100.0 29,958 100.0 △1.4 40,323 100.0 

 


