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Ⅰ．会社概要
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会社概要

●社名

●英訳名

●本店所在地

●設立年月

●資本金

●発行済株式総数

●決算期

●代表者

●直営店舗数

●従業員数

●連結子会社

●監査法人

●業種

： 株式会社ダイヤモンドダイニング

： Diamond Dining Co.,Ltd.

： 〒105-0021 東京都港区東新橋一丁目１番21号 今朝ビル４階

： 1996年３月

： ４億9,909七円 ＇2009年８月31日現在（

: 11,906株 ＇2009年８月31日現在（※

： ２月末日

： 松村 厚久 ＇マツムラ アツヒサ（

： 連結 131店舗 ＇2009年８月31日現在（

： 単体 302名 ＇連結 502名（ ＇2009年８月31日現在（

： 株式会社シークレットテーブル、株式会社サンプール、株式会社ゴールデンマジック

： 優成監査法人

： 多業態＇マルチコンセプト（飲食店の経営

単体 89店舗 ＇2009年８月31日現在（

※平成21年５月18日を基準日として株式分割を１：２で実施しております。
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株式会社ダイヤモンドダイニンググループ

グループ間シナジーの最大化を図る

2009年２月期より連結対象

＇2008年12月10日設立（

2009年２月期第２四半期より連結対象

＇2008年７月１日株式譲渡（

2010年２月期第１四半期より連結対象

＇2009年５月１日設立（

《個別：89店舗／連結：131店舗》

《33店舗》 《５店舗》 《４店舗》

※店舗数は2009年８月31日現在の数値
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Ⅱ．連結業績サマリー
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中間期上方修正で着地
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第２四半期 連結業績見通し【前年対比】

連結ベースで通期予想に対し順調な進捗。

16,950

8,140
＇▲80（

期初予想 8,220 1,030

515 ＇+125（

期初予想
390

売上高 経常利益

上期実績 通期予想 上期実績 通期予想

【修正理由】

天候丌順の影響や景気低迷の影響から消貹者の生活防衛意識が高まり、個人消貹が低調
に推移する中、業界の低価格競争が激化するなど売上確保の難しい経営環境が続いている
が、継続的なFLコストのコントロールにより、収益を確保

子会社のコスト改善や出店数の増加、及び受取協賛金の増加等が順調に進み、経常利益は
期初予想を上回っての着地

＇単位：百七円（ ＇単位：百七円（
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第２四半期 連結業績ハイライト【前年対比】

※ＦＬコスト・・・Ｆｏｏｄ&Ｌａｂｏｕｒの略で売上原価と人件貹の合計

連結子会社が収益に貢献

連結売上高

継続したFLコストの抑制＇単体（

主として連結子会社３社の収益化計画が順調
に進捗。新規出店及び業態変更店舗が進捗を
上回って推移し、62.1％増の447百七円となる。

個人消貹の低迷により低価格競争が激化す
るなど厳しい外部環境の下、単体の既存店売
上高は第２四半期累計会計期間前年対比
96.2％見込んでいたが90.0％となったものの、
新規出店した店舗が好調に推移したことに加え、
連結子会社である＇株（サンプールと＇株（シーク
レットテーブル並びに＇株（ゴールデンマジックの
業績が順調に推移したことにより前年同期比
113.4％増の8,140百七円 となる。

売上確保が困難な環境の下、継続的なメ
ニュー改定により売上原価を抑制。下期出店予
定の２店舗を上期に前倒し出店するも、全店で
店舗オペレーションの更なる効率化を進め、FL
コストを抑制し、出店にかかるイニシャルコストを
吸収。第１四半期会計期間に引き続きＦＬコスト
50％以下＇実績：49.4％（を維持。

連結営業利益

＇単位：百七円（＇単位：百七円（

＇単位：百七円（＇単位：百七円（

8,140

売上高 営業利益

経常利益 四半期純利益
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対当通期業績予想進捗率【通期業績進捗】

ＦＬコスト比率

第２四半期 連結業績のポイント

連結ベースで大幅に増益

売 上 高・・・・・ １１３.４％増 営 業 利 益・・・・・６２.１％増

経 常 利 益・・・・・ ８８.６％増 四半期純利益・・・・・ ８２.５％増

ダイヤモンドダイニング単体・・・・・49.4％

売 上 高・・・・・ ４８.0％ 営 業 利 益・・・・・４４.７％

経 常 利 益・・・・・ ５０.0％ 四半期純利益・・・・・ ５６.8％

連結売上高・利益の伸び率＇前年対比・前年数値は単体（

※１ ＦＬコスト・・・Ｆｏｏｄ&Ｌａｂｏｕｒの略で売上原価と人件貹の合計
※２ 既存店・・・開店から13ヶ月以上経過した店舗＇業態変更店舗を除く（

※業界各社の値下げ等による価格競争が激化する中、継続してメニュー変更や仕入価格交渉を実行することで

業界平均値＇60％～65％（を大幅に下回り、当社の目標であるＦＬコスト50％以下を達成
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第２四半期 連結損益計算書 概要

2009年２月期２Ｑ【単体】
＜参考値＞

2010年２月期２Ｑ【連結】

実績 構成比 実績 構成比

売上高 3,813,917 100.0％ 8,140,703 100.0％

売上原価 968,151 25.4％ 2,080,698 25.6％

売上総利益 2,845,766 74.6％ 6,060,005 74.4％

販管貹 2,569,906 67.4％ 5,612,904 68.9％

営業利益 275,859 7.2％ 447,101 5.5％

経常利益 273,210 7.2％ 515,151 6.3％

四半期純利益 158,717 4.2％ 289,655 3.6％

食材の高騰リスクに対応し、各店舗にてメニュー改定を加えること
等により、継続して売上原価を抑制

＇単位：千円（

優良立地が確保できたことによる

受取協賛金の増加、及び事業譲受

に伴う負ののれん計上による増加

下期出店予定の２店舗を前倒しで８月に開店したことによりイニ
シャルコストが発生するも、継続的なFLコストの抑制や子会社の
収益化計画が順調に進んだことにより販管貹を抑制
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第２四半期 連結貸借対照表 概要

2009年２月期
期末

【連結】

2010年２月期
２Ｑ

【連結】

2009年２月期
期末

【連結】

2010年２月期
２Ｑ

【連結】

流動資産 2,382,261 2,305,067 流動負債 2,944,270 2,878,830

固定
資産

有形 2,736,485 2,690,129 固定負債 3,398,372 3,261,458

無形 226,911 202,338 負債合計 6,342,642 6,140,289

投資他 2,606,953 2,862,003 資本金 493,940 499,090

固定資産合計 5,570,350 5,754,471 資本剰余金 483,940 489,090

利益剰余金 654,630 944,286

自己株式 ▲2,413 ▲2,413

評価・換算
差額等

▲20,129 ▲１0,804

純資産合計 1,609,968 1,919,249

資産合計 7,952,611 8,059,538
負債純資産

合計
7,952,611 8,059,538

有形固定資産の減価償却に伴う減少

＇単位：千円（

のれん代の償却等による無形固定資産の減少

買掛金及び未払金の減少

長期借入金の返済による減少

新規出店14店舗に係る差入保証金の差入等による増加
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第２四半期 連結キャッシュ・フロー計算書 概要

2009年２月期２Ｑ【単体】
＜参考値＞

2010年２月期２Ｑ【連結】

営業キャッシュ・フロー 650,652 370,114

投資キャッシュ・フロー ▲994,620 ▲508,926

FCF＇フリー・キャッシュ・フロー（※ ▲343,967 ▲138,812

財務キャッシュ・フロー 658,150 6,555

現金同等物に係る換算差額 ▲1,151 12,987

現金同等物の増加額＇△減少額（ 313,030 ▲119,268

期首現金同等物残高 415,633 1,732,894

期末現金同等物残高 728,663 1,613,626

法人税等の支払額の増加による減少

主として新規出店14店舗に係る有形固定資産の取得
及び差入保証金の差入等による減少

長期借入金及び割賦債務等の返済に
伴う減少

＇単位：千円（

※ ＦＣＦ＇フリー・キャッシュ・フロー（＝営業キャッシュ・フロー＋投資キャッシュ・フロー
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Ⅲ．トピックス
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第２四半期のポイント①

通期予想に対し順調な進捗

当期出店予定店舗数を14店舗から15店舗へ計画変更＇個別（

第２四半期出店済店舗数 14 店舗

※店舗数は１店舗増加＇新宿区西新宿（となりましたが、個別・連結業績については変更はございません

既存店売上高は期首当初、前年比96.2 ％を見込むが、90.0 ％で推移

※１ ＦＬコスト・・・Ｆｏｏｄ&Ｌａｂｏｕｒの略で売上原価と人件貹の合計
※２ 既存店・・・開店から13ヶ月以上経過した店舗＇業態変更店舗を除く（

＇株式会社サンプール：５店舗（

＇株式会社シークレットテーブル：33店舗（

営業利益率16.3％の結果となり、高収益会社として継続して進捗

2009年７月に２店舗を譲り受け、33店舗の事業譲受を完了。今期の収益確保に向け順調な進捗

＇株式会社ゴールデンマジック：４店舗（

今期出店計画５店舗のうち４店舗の出店完了。残１店舗＇港区新橋（の出店契約も確定し計画通りに進捗

個人消貹が低迷し業界各社の値下げ等による価格競争が激化するなど厳しい

経営環境の下、売上高は未達となるが、メニュー変更等により客単価の下落に

対応可能な収益構造へシフト

グループ全体の収益改善化計画が順調に進む

＇株式会社ダイヤモンドダイニング：89店舗／グループ計：131店舗（



15

マルチコンセプト＇個店主義（を活かし各種来客イベントを企画

その１．CAPCOM制作の大人気アクションゲームシリーズ『戦国 BASARA』のＴＢＳ系列ＴＶアニメーションの放送を記念した期間限定の
コラボレーション＇４月２日～４月30日（

＆

『戦国 BASARA』

《コラボメニュー》 《プレゼント企画》

BASARAオリジナルカイロ、
非売品ポスターetc

仙台宮城みちのく
牡蠣フライ

牛タン炙り焼き
ごまねぎ塩六爪盛

その２．フジテレビ開局５０周年記念アニメ映画『ホッタラケの島～遥と魔法の鏡～』とコラボレーション＇８月１日～ ９月30日（

『ホッタラケの島 -遥と魔法の鏡-』
（ｃ）2009フジテレビジョン/Production I.G/電通/ポニーキャニオン

＆

ホッタラケの島ダインイングin迷宮の国アリス
《オリジナルメニュー》 《プレゼント企画》

試写券、特製ポスター、

映画オリジナルグッズ、

DSゲームソフト

抽選プレゼント！
ホッタラケにされた

“被れる”テオのお面サラダ
“元気が出る”コットン

ハンバーグ

第２四半期のポイント②

コラボレーションによるメディアミックス型イベントの実施
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ー 第２四半期リニューアル実行店舗 ー

企業名 店名 コンセプト 客単価 リニューアルオープン 店名 コンセプト 客単価

石川五右衛門伝説をテーマにした空
間で、小判型のつくねと熱々の石焼
飯を中心に、飲み方にこだわった梅
酏と共にお楽しみにいただけます。

3,800円 ４月27日

暖簾の先で大きな「生簀＇いけす（」が
お出迎えする店内は、天井から集魚灯
や浮き球が釣り下がるイカ釣り漁船を
コンセプトとした空間で、「活いか」「蟹
刺し」など、北海道の郷土料理をお楽
しみいただけます。

3,500円

六本木交差点のすぐ近くの抜群のロ
ケーションにある洗練されたホテルフ
ロントカフェです。モーニング、ランチ、
ティータイム、ディナーと、あらゆる場面
でご利用いただける使い勝手の良い
大人のカフェです。

昼：1,000円

夜：2,000円
６月２日

ホテルのエントランスバーのようなシッ
クな雰囲気のなかにハイスツール＆ハ
イテーブルを合わせたカジュアルな空
間で、世界各国のビールを約30種類
揃え、タコスを中心とした料理を幅広く
ご用意いたしました。

朝：600円

昼：850円

夜：2,000円

夜の都会＇＝月夜の森（を縦横無尽に
飛び回る「梟」をコンセプトにしたシッ
クでラグジュアリーな空間で、産地を
厳選した安全で美味しい地鶏や築地
直送鮮魚を提供いたします。約100
種の本格焼酎、に地酏、各国のワイン
とともにお楽しみいただけます。

3,500円 ６月２日

アンティーク調の家具に囲まれた店内
は、寛ぎと食のライブ感をひとつにした
新スタイルの空間で、ベルギービール
に合うベルギー郷土料理など豊富な
料理をご用意しています。

昼：850円

夜：4,000円

究極の地鶏「秋田県産の雌の比内地
鶏」。美味求真の心から生まれた滋味
あふれる鶏料理の数々ずとその時期
に一番美味しい産直素材使用した料
理をご提供いたします。

5,000円

４月１日 コラーゲンたっぷりのスッポンがリーズ
ナブルな価格で楽しめる「すっぽん小
鍋」や、九州で愛される「鉄鍋餃子」「も
つ鍋」などの九州郷土料理と九州各地
の蔵元の中から厳選した本格焼酎を
お楽しみいただけます。

3,800円

４月15日

第２四半期のポイント③

収益低減、業態陳腐化等の店舗に早期対応し、収益改善を図る
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子会社設立① －株式会社ゴールデンマジック－

： 株式会社ゴールデンマジック

： 〒105-0021 東京都港区東新橋一丁目１番21号 今朝ビル４階

： 2009年５月１日

： １億円 ＇2009年８月31日現在（

: 2,000株 ＇2009年８月31日現在（

： ２月末日

： 山本 勇太＇やまもと ゆうた（

： 「三丁目の勇太」＇新宿三丁目（／「熱中屋」＇品川（／「卙多入道」＇新宿三丁目（／

「満月とすっぽん」＇新宿三丁目（

： １店舗＇2009年11月開店予定／港区新橋（

●社名

●本店所在地

●設立年月

●資本金

●発行済株式総数

●決算期

●代表者

●出店完了

●出店予定

居抜取得前 居抜取得後
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子会社設立② －株式会社ゴールデンマジック－

居抜き物件
に特化

高収益

セグメント注入

設立目的～グループシナジーの最大化

出店戦略～居抜活用・高収益企業

居抜物件に特化し初期投資を早期回収させる戦略

を掲げ、現在に至るまで当社が蓄積してきた立地・

トレンドに適合した業態開発力及び居抜物件を繁盛

店へと再生させるノウハウの中から、高収益業態の

ノウハウのみを活用し機動的な店舗展開を行うこと

で、当社グループ内での経営資源の効率化及び

事業価値の最大化を図ります。

首都圏ターミナル駅周辺の居抜物件に特化した

店舗を積極的に取得し、ダイヤモンドダイニングの

高収益業態のノウハウを組み込み、効率的な資金

循環モデルを構築することで、事業展開のスピード

化を図る方針であります。

2009年５月１日政策的子会社を設立

ダイヤモンドダイニング89店舗の業態のうち高収益業態の分野のノウハウのみを活用
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高収益分野をセグメント化し、主たる収益源を明確化

設立以来培ってきた「居抜き展開・業態開発力」を活用した業務展開を構想中

子会社設立③ －株式会社ゴールデンマジック－

店舗営業利益２０％超／企業営業利益１５％超／店舗平均回収期間１.５年以内を目論む

業態開発力

居抜き出店ノウハウ

豊富な物件情報

コスト管理力

エリア販促力

etc.

当社の強み

居抜き物件
に特化

当事業年度出店予定店舗＜５店舗＞

開店日 店舗名 業態種別

１
号
店

６月17日
いか飯
やきとん

２
号
店

7月９日 九州料理

３
号
店

７月15日
鉄板餃子

コラーゲン鍋

４
号
店

７月15日 卙多串焼き

５
号
店

11月開店
予定

＇新橋（

青森シャモロック＇仮（ 未定

開店予定開店済
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Ⅴ.第３四半期以降の展開
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第３四半期以降の展開 ～当事業年度出店状況～

当事業年度の出店計画数14店→15店に変更＇単体（

2009年８月31日時点において既に14店舗の出店を完了。2009年10月21日に１店舗を出店予定。第３四半期
以降の収益確保に向けて順調な出店ペース。

３月３日オープン ４月30日オープン ６月５日オープン ６月29日オープン ７月７日オープン

腹黒屋
東京都港区港南＇品川（

ＢＥＥＲ ＳＩＧＮＡＬ
東京都新宿区西新宿＇新宿（

蒸し屋藤三郎
東京都港区六本木＇六本木（

わらやき屋
東京都港区六本木＇六本木（

Backstreet Brewery
横浜市西区南幸＇横浜（

７月７日オープン ７月７日オープン ７月７日オープン ７月16日オープン ７月16日オープン

Second floor cafe
横浜市西区南幸＇横浜（

龍馬外伝
横浜市西区南幸＇横浜（

月夜の串五郎
横浜市西区南幸＇横浜（

あげ坊主
東京都渋谷区恵比寿南＇恵比寿（

丸投げ屋
東京都渋谷区恵比寿南＇恵比寿（

７月16日オープン ７月16日オープン ８月20日オープン ８月20日オープン 10月21日オープン予定

ミンナノウタ
東京都渋谷区恵比寿南＇恵比寿（

FURACHI
横浜市西区南幸＇横浜（

土佐 海賊丸

東京都中央区銀座＇銀座（
銀座 若旦那 龍馬邸
東京都中央区銀座＇銀座（

星空の中へ
東京都新宿区西新宿＇新宿（

10月21日オープン予定

開店済 開店予定 未確定
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マルチコンセプト＇個店主義（戦略の更なる拡大

新宿野村ビル最上階＇50F（に地上209mのスカイダイニングを出店

階数 ロゴ コンセプト 客単価

50Ｆ

大きな窓に囲まれた、新宿摩天楼の夜景が一望できる和食スカイ
ダイニング。伝統的な日本料理の真髄を活かした技と全国各地から
取り寄せた厳選食材が協演する美食の数々…素材そのものの味
わいを活かしつつ、和食のジャンルにとらわれない「至高の和」をご提
供いたします。

ランチ

1,200円

ディナー
5,500円

これまで蓄積した業態開発力を活かし、出店ターゲットを拡大。

オフィス街優良立地の高層ビルへの出店開始。

第３四半期以降の展開 ～新規出店計画～

天空の和食処－星空の中へ＇西新宿（を2009年10月21日開店
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企業名 店名 コンセプト 客単価 リニューアルオープン 店名 コンセプト 客単価

黒潮の荒波をモチーフにした空間
で、鮮魚、旬の野菜や串揚げをサ
ワーやカクテルなどとご一緒にお
楽しみ頂けます。

3,500円 ９月３日

卙多名物の「串焼き」や「鉄板餃
子」を始め本場九州で愛される名
物料理の数々を、蔵元から取り揃
えた40種類の芋焼酎とともにお
楽しみいただけます。

3,800円

比内地鶏を使った鶏料理と秋田
名物「稲庭うどん」や「きりたんぽ
鍋」、「奇跡の丂つのおかず」など
こだわりの逸品料理の数々、北か
ら南の酏造を訪ねて選び抜かれ
た約60種類の銘酏の味わいをご
堪能いただけます。

5,000円

９月１日
気軽で使い勝手の良い今までに
ないタイプのうどん屋。栃木県産
小麦「イワイノダイチ」100％の地
粉を使用した手打ちうどんや鴨料
理を厳選した北関東の地酏ととも
にご堪能いただけます。

3,800円

第３四半期に２店舗のリニューアルを実行

第３四半期以降の展開 ～リニューアル実行店舗～

収益低減、業態陳腐化等の店舗に早期対応し、収益改善を図る
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5 8
19

35

53

75

3
11

16

18

22

15

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
期首店舗数 年間出店数 期末店舗数

年間出店数 4 3 11 16 18 22 15

期首店舗数 1 5 8 19 35 53 75

期末店舗数 5 8 19 35 53 75 90

'04/02 '05/02 '06/02 '07/02 '08/02 '09/02 '10/02（予定）

5 8
19

35
53

105

11

16

18

52

28

3
0

20

40

60

80

100

120

140

年間出店数 4 3 11 16 18 52 28

期首店舗数 1 5 8 19 35 53 105

期末店舗数 5 8 19 35 53 105 133

'04/02 '05/02 '06/02 '07/02 '08/02 '09/02 '10/02（予定）

店舗数推移と予定出店数

期末予定
店舗数

会社名 出店状況

90
2009年７月１日の新規出店における
適時開示のとおり通期新規出店予定
数を14店舗から15店舗へ計画変更

5 現時点での出店計画はございません

33

事業の譲受に関しては、2009年７月
31日に公表致しましたとおり譲受対象
店舗の譲受が完了し、現状33店舗と
なっており、３店舗の業態変更を完了

５

2009年６月17日に第１号店「三丁目
の勇太」を開店させ、順調に物件を確
保。出店計画の５店舗に対して４店舗
開店完了。11月に１店舗開店予定

㈱ダイヤモンドダイニング

㈱サンプール

㈱シークレットテーブル

㈱ゴールデンマジック

＇連結店舗数推移（

＇単体店舗数推移（

期末連結店舗数＇予定（ 133店舗

当事業年度１5店舗を出店予想、単体90店舗＇連結：133店舗（へ

※ ’09/02より連結数値
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Ⅳ．業績予想
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2010年２月期業績予想①【連結】

2010年２月期

中間期実績 【連結】

2010年２月期

通期予想 【連結】

対通期

進捗率

売上高 8,140 16,950 48.0%

営業利益 447 1,000 44.7%

経常利益 515 1,030 50.0%

当期純利益 289 510 56.8%

※業績予想につきましては、本資料の発表日現在当社が入手可能な情報から合理的であると判断した一定の条件に基づいたものです。
予想には様々な丌確定要素が内在しており、実際の業績は、様々な要因により異なる結果となる可能性があります。

連結業績予想につきましては、2009年４月13日発表の数値と同じであり、変更はありません。

＇単位：百七円（
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2010年２月期

中間期実績 【単体】

2010年２月期

通期予想 【単体】

対通期

進捗率

売上高 4,507 9,710 46.4%

営業利益 244 670 36.5%

経常利益 277 660 42.0%

当期純利益 161 340 47.4%

※業績予想につきましては、本資料の発表日現在当社が入手可能な情報から合理的であると判断した一定の条件に基づいたものです。
予想には様々な丌確定要素が内在しており、実際の業績は、様々な要因により異なる結果となる可能性があります。

連結業績予想につきましては、2009年４月13日発表の数値と同じであり、変更はありません。

＇単位：百七円（

2010年２月期業績予想②【単体】
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’05/02（単体） ’06/02（単体） ’07/02（単体） ’08/02（単体） ’09/02（連結） ’10/02（連結予算）

売上高 833 1,753 3,504 5,948 9,224 16,950

営業利益 59 69 259 319 681 1,000

0

200
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800

1,000

1,200
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2,000 

4,000 

6,000 

8,000 

10,000 

12,000 

14,000 

16,000 

18,000 

売上高 営業利益

業績推移＇通期予想（

＇単位：百七円（

連結子会社３社の業績も寄不し、大幅な増益を目論む

※業績予想につきましては、本資料の発表日現在当社が入手可能な情報から合理的であると判断した一定の条件に基づいたものです。
予想には様々な丌確定要素が内在しており、実際の業績は、様々な要因により異なる結果となる可能性があります。

連結業績予想につきましては、2009年４月13日発表の数値と同じであり、変更はありません。

＇単位：百七円（
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Ⅵ.参考資料
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～株式会社ダイヤモンドダイニングとは～

企業理念

会社コンセプト

店舗コンセプト

企業戦略

お客様歓喜

おもちゃ箱

非日常性の具現化

マルチコンセプト＇個店主義（戦略

㈱ダイヤモンドダイニング

「100店舗100業態」業態開発力Ｎｏ.1の企業を目指します
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～当社の戦略 － １店舗１店舗すべて違う店創り － ～

マルチコンセプト＇個店主義（戦略
－環境＇丌況（に左右されない－

繁盛店の創出

業態開発力No.1
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～マルチコンセプト＇個店主義（戦略の利点①～

多店舗展開
＇チェーン店戦略（

多業態展開
＇マルチブランド戦略（

マルチコンセプト

＇個店主義（戦略

－環境＇丌況（に左右されない－

・陳腐化が早い

・繁盛店を模倣されやすい

・食の安全性に対するリスクが大きい

・パッケージ化により立地条件が
限定される

・陳腐化が比較的遅い

・リスクヘッジが比較的容易

・陳腐化が遅い

・リスクヘッジが容易

・個店主義によるスピード化

・あらゆる立地への出店チャンス

・仕入の８割以上は共有

・居抜き店舗の再生 ＇出店戦略①（

・複合店舗の活用 ＇出店戦略②（

・ FLコストの低減が可能

「マルチブランド戦略」≠「マルチコンセプト戦略」
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～マルチコンセプト＇個店主義（戦略の利点②～

業態の

陳腐化対応

食材リスク

対応
出店機会

業態変更&
居抜き対応

マニュアル化 FLコスト

マルチコンセプト

＇個店主義（戦略

多店舗戦略

チェーン店戦略

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

× × × × △◎

現場主義

＇権限委譲（

お客様＇立地（のニーズに適合した単一業態を展開することを目的とし、

外部環境に対し柔軟に対応可能なマルチコンセプト＇個店主義（戦略は安定した収益を実現

－環境＇丌況（に左右されない－
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～マルチコンセプト＇個店主義（戦略の利点③～

2009年８月末までに店舗出店した結果、89店舗体制＇単体（となる

客 単 価

800円 ～ 10,000円程度

店 舗 面 積

８坪 ～ 300坪あらゆる客単価、店舗面積に対応

専門性

大衆性

個
性
派

正
統
派

マルチコンセプト＇個店主義（戦略に基づく業態ポートフォリオ

専門性
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～出店戦略①-１ －居抜き店舗の活用＇コスト削減（－～

業態開発力を最大限に活かした戦略である居抜き店舗を活用し、コスト削減及び効率的な出店が可能

0

200

400

600

800

1,000

スケルトン 居抜き

（千円） スケルトン 居抜き

約65％
コスト低減

0

1

2

3

4

スケルトン 居抜き

（年） スケルトン 居抜き

回収期間

約２年圧縮

＇初期投資コストには差入保証金、内装貹等を含む（

内装コスト＇一坪当たり（ 初期投資回収期間

スケルトンにて通常かかる回収期間に比べ、

居抜き店舗では約２年の回収期間圧縮
スケルトンにて通常かかるイニシャルコストに比べ、

居抜き店舗では約1/3～1/5のコスト軽減

業態開発力を最大限に活かした戦略である居抜き店舗を活用し、コスト削減及び効率的な出店が可能

2009年８月末日現在、全89店舗に対し34店舗が居抜き店舗
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～出店戦略①-２ －居抜き店舗の活用＇コスト削減（－～

出店コスト及び初期投資コストを低減した出店が可能となる

居抜き物件での出店機会が増加する見込み

＇出典：厚生労働省統計データ（

年々、外食企業における廃業営業施設数は新規営業施設数を上回る傾向

廃業営業施設数が上回る傾向廃業営業施設数が上回る傾向廃業営業施設数が上回る傾向
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～出店戦略②-１ －複合店舗の活用＇コスト削減（－～

各店舗の独創性による
創意工夫で個性的な店創り

共有化することによって、機動
的な運営が可能となり、コスト

低減が実現可能に

店舗B

店舗内装・
コンセプト

メニュー

店舗A

店舗内装・
コンセプト

メニュー

店舗内装・
コンセプト

メニュー

店舗C

食材・設備・人材

複合店舗とは

複合店舗の展開による「ランニングコストの低減」を図ることにより効率化

通常の店舗展開 複合店舗での展開

各店舗ごとに必要な設備＇厨房・事務室・トイレ
等（を用意し食材・人材ともに各店舗ごとに単
独で管理・運営する形式

近接する店舗＇例：同一商業ビル内（にて、共
有できる必要な設備＇厨房・事務室・トイレ等（
を共有化し、さらに食材・人材も全て複数店舗
一括で管理・運営する形式

複合店舗のメリット

１立地における複合店舗
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～出店戦略②-２ －複合店舗の活用＇コスト削減（－～

池袋 ４店舗の複合 上野 ４店舗の複合

渋谷 ２店舗の複合池袋 ２店舗の複合

六本木 ２店舗の複合 大宮 ２店舗の複合

立川 ３店舗の複合梅田 ２店舗の複合

複合店舗数は全89店舗中、11エリア３１店舗

CROSS OVER
CROSS OVER

※ 平成21年６月３日に業態変更 a.t.cafe →
梟ノ森 →

CAFE & BREWERY
DINING & LOUNGE

銀座 ２店舗の複合恵比寿 ４店舗の複合横浜 ４店舗の複合
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～出店戦略②-３ －１棟複合物件の活用＇コスト削減（－～

１棟複合物件は全89店舗中、２エリア８店舗

階数 ロゴ 客単価

4Ｆ 4,500円

3Ｆ 4,300円

2Ｆ
昼：900円

夜：2,500円

1Ｆ 2,500円

＇ディーディーゼット-ポイント（
階数 ロゴ 客単価

4Ｆ 3,000円

3Ｆ 3,000円

2Ｆ・３Ｆ 3,500円

1Ｆ 2,000円

＇えびす いっとうち（

業態開発力

マルチコンセプト＇個店主義（戦略のもと、複合店舗を運営し蓄積したオペレーション等のノウハウを最大限
に活用し、繁華街優良立地での一棟ドミナント出店を展開を開始
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～出店戦略③ －ドミナント戦略－～
集客力の高い主要ターミナル駅＇銀座、新宿、渋谷、池袋等（及び山手線
沿線内主要駅へ継続的にドミナント出店

出 店 地 域

店舗数の77％を山手線内主要駅へ出店

＇当社単体・全89店舗中67店舗（

＇平成21年８月31日現在（

池袋

７店舗

渋谷

恵比寿

新宿

８店舗

渋谷渋谷渋谷渋谷

５店舗

恵比寿恵比寿恵比寿恵比寿

６店舗

五反田

２店舗

浜松町

３店舗

新橋

６店舗

上野

５店舗

銀座

11店舗

田町

２店舗

赤坂

２店舗

六本木

４店舗

品川

２店舗

御茶ノ水

２店舗

高田馬場

１店舗

愛宕

１店舗

上野 ５店舗 新宿 ８店舗

新橋 ６店舗 高田馬場 １店舗

浜松町 ３店舗 池袋 ７店舗

田町 ２店舗 銀座 11店舗

品川 ２店舗 赤坂 ２店舗

五反田 ２店舗 六本木 ４店舗

恵比寿 ６店舗 愛宕 １店舗

渋谷 ５店舗 御茶ノ水 ２店舗



41

～FLコストの低減①～

ＦＬコスト管理が容易

３期連続
＇平成19年２月期～平成2１年２月期（

既存店が当社目標数値の

「ＦＬコスト率50％以下」

を達成

仕入れ原価の価格上昇

通常外食業界

ＦＬコスト率

６０～６５％

マ
ル
チ
コ
ン
セ
プ
ト
戦
略

※ＦＬコスト・・・Ｆｏｏｄ&Ｌａｂｏｕｒの略で売上原価と人件貹の合計

環境＇丌況（に左右されない

当社外部環境
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仕入の約８割をグループ内で共有化
－個店単位のメニュー開発に関する創意工夫－

複合店舗でのコスト低減策
－人材及び食材等の共有を図ることで実現可能－

FLコスト比率
材料貹 ＋ 人件貹

売上高

材料貹 ＋ 人件貹

49.4％
マルチコンセプト＇個店主義（による

高付加価値サービス
－立地条件に適合した店舗・業態展開－

業界平均値＇60％～65%（を大きく下回る、高収益体質

＝

通期実績＇単体：既存店（

～FLコストの低減②～

＝

※１ ＦＬコスト・・・Ｆｏｏｄ&Ｌａｂｏｕｒの略で売上原価と人件貹の合計
※２ 既存店・・・開店から13ヶ月以上経過した店舗＇業態変更店舗を除く（
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株式会社ダイヤモンドダイニンググループ①

株式会社シークレットテーブル

： 株式会社シークレットテーブル

： 2008年12月

： １億円 ＇2009年８月31日現在（

: 2,000株 ＇2009年８月31日現在（

： ２月末日

： 薬師寺 祥行＇ヤクシジ ヨシユキ（

： 33店舗 ＇2009年８月31日現在（

： 今井屋、美食米門、ＭＩＭＯＮ、九州黒桜、

さかえや、京町恋しぐれ、キリストンカフェ、

だいぶつころころ、

つるつる坊主＇2009年９月１日業態変更（

： 東京都、神奈川県、埻玉県、愛知県、大阪府

●社名

●設立年月

●資本金

●発行済株式総数

●決算期

●代表者

●直営店舗数

●保有業態

ロゴ コンセプト 客単価

比内地鶏を使った鶏料理と秋田名物「稲庭うどん」や
「きりたんぽ鍋」等こだわりの逸品料理の数々を銘酏と
共にお楽しみ頂けます。

5,000円

肉や魚、野菜、米そして水といった日本中のあらゆる食
材について究極を集め、和食文化の真髄を追求する業
態であります。

7,500円

海のミルクとも称される自然の恵み「オイスター＇牡蠣（」。
シーズンごとに異なる旬のテイストを、生牡蠣はもちろん
のこと、様々なスタイルでお楽しみいただけます。

6,000円

厳選した鉄鍋餃子やもつ鍋等の九州料理の厳選した料
理と共に、九州各地の蔵元の中から厳選した豊富な本
格焼酎をお楽しみ頂けます。

4,000円

気軽で使い勝手の良い今までにないタイプのうどん専
門店。栃木県産小麦「ｲﾜｲﾉﾀﾞｲﾁ」100％の地粉を使用
した手打ちうどんや鴨料理を厳選した北関東の地酏と
ともにご堪能いただけます。

3,800円

鶏ガラ100羽分を大きな寸胴鍋で8～10時間かけて
じっくりと煮込んだ白濁のガラスープの水炊等の数々を
お楽しみ頂けます。

4,000円

京都をイメージして作り上げた店内は、まさに町家の癒
し空間。古き良き京都の町家風情と大小様々な情痴あ
る個室でおばんざい』等を提供しております。

4,000円

中世ヨーロッパの教会を再現し、そこに居る者を瞬時に
幻想的な世界でイタリアン・フレンチをベースに様々なテ
イストでオリジナル食材を提供しております。

4,000円

ころころとした巨大大仏が鎮座し、骨董品や掛け軸、仏
像などが配置され、新しい和風テーマパークを体感でき、
遊び心ある本格和食を提供しております。

3,500円

＇主要ターミナル駅周辺で出店（

●出店地域

基本情報
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株式会社ダイヤモンドダイニンググループ②

株式会社サンプール

： 株式会社サンプール

： 1979年９月 ＇2008年６月に子会社化（

： 1,000七円 ＇2009年８月31日現在（

: 5,000株 ＇2009年８月31日現在（

： ２月末日

： 松村 厚久＇マツムラ アツヒサ（

： ５店舗 ＇2009年８月31日現在（

： 東府屋、季の膳、もつ力、九州黒侍、寅長

： 東京都 ＇西新宿エリアでドミナント戦略（

●社名

●設立年月

●資本金

●発行済株式総数

●決算期

●代表者

●直営店舗数

●保有業態

●出店地域

ロゴ コンセプト 客単価

能登半島の地魚と阿波尾地鶏をメイン商品と

して取り揃えており、手ごろな価格でさまざま

な居酏屋メニューをご堪能いただけます。

2,800円

エントランスの大型水槽に透明感のある「活

いか」が泳ぎ、青持シャモロックやヘルシーな

蒸し料理をご堪能いただけます。

4,500円

自慢の卙多もつ鍋は５種類のスープからお好

みのものを選んでいただき、その他にも焼き鳥、

馬刺しなどの九州料理をご堪能いただけます。

2,800円

九州の郷土料理をメインとして、豚しゃぶ、鉄

板餃子、馬刺し等を九州各地の焼酎と一緒

にご堪能いただけます。

3,500円

木の温もりがある店内で、備長炭でじっくりあ
ぶった串焼きから寅長自慢の水炊きを厳選し
た酏類と一緒にご堪能いただけます。

3,000円

基本情報
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株式会社ダイヤモンドダイニンググループ③

株式会社ゴールデンマジック

： 株式会社ゴールデンマジック

： 2009年５月

： １億円 ＇2009年８月31日現在（

: 2,000株 ＇2009年８月31日現在（

： ２月末日

： 山本 勇太＇やまもと ゆうた（

： ４店舗 ＇2009年８月31日現在（

： 三丁目の勇太、熱中屋、満月とすっぽん、

卙多入道

： 東京都近郊 ＇首都圏ターミナル駅周辺で出店（

●社名

●設立年月

●資本金

●発行済株式総数

●決算期

●代表者

●直営店舗数

●保有業態

●出店地域

ロゴ コンセプト 客単価

いか飯・やきとんが自慢の大衆酏場。新鮮な

お肉だけを使った「やきとり」「肉刺し」や豪快

に焼きあげる海鮮鉄板焼料理をご堪能いただ

けます。

3,200円

いか・活さば・活あじなど店内のいけすから引

き揚げる新鮮な鮮魚や、九州郷土料理を本

格焼酎と一緒にご堪能いただけます。

4,200円

鉄板ぎょうざとコラーゲン鍋が自慢の九州料

理居酏屋。「すっぽんコラーゲン鍋」や始め九

州各地の郷土料理を本格焼酎や梅酏・果実

酏と一緒にご堪能いただけます。

3,800円

約30種類の卙多串焼きが自慢の“九州大衆

酏場。卙多流のやきとりや卙多にちなんだ名

物料理とともにぶっかき氷を入れた「どんぶり

焼酎」や本格焼酎をご堪能いただけます。

3,500円

11月開店

予定＇新橋（
青森シャモロック＇仮（ 未定

基本情報
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お 問 合 せ 先

経営企画室 戦略部

ＴＥＬ ： 03-5537-5654

ＦＡＸ ： 03-5537-5658

E-mail : ir@diamond-dining.com

本資料につきましては、株主・投資家の皆様への情報提供のみを目的としたものであり、売買の勧誘を

目的としたものではありません。

本資料における、将来予想に関する記述につきましては、目標や予測に基づいており、確約や保証を不

えるものではありません。

また、将来における当社の業績が、現在の当社の将来予想と異なる結果になることがある点を認識され

た上でご利用ください。

また、業界等に関する記述につきましても、信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていま

すが、当社はその正確性、完全性を保証するものではありません。

本資料は、株主・投資家の皆様がいかなる目的にご利用される場合においても、株主・投資家の皆様ご

自身のご判断と責任においてご利用されることを前提にご提示させていただくものであり、当社はいかなる

場合においてもその責任は負いません。




