
当社に対するご意見・ご要望をお待ちしております。
下記の番号にお気軽にお電話下さい。

全国に展開する
パチンコホール ダイナムでは、
出店用地の募集を行っております。

土地の有効活用をお考えのオーナー様、
不動産関係者様などでお知り合いの方が

いらっしゃいましたら、
ご案内をお願い致します。

お問い合わせ先

㈱ダイナムビジネスサ ポート 
資 産 管 理 部 （ 地 権 者サ ポート担当）

地権者の皆様

03-5850-3679

㈱ダイナム
カスタマーサービスデスク

お客様

出店用地募集 !

I N F O R M A T I O N

0120-887-351

㈱ダイナム  情 報 管 理 部 （ 広 報 担当）

ダイナムグループ通信に関して

0 3 - 3 8 0 2 - 8 2 2 4

㈱ダイナムビジネスサポート 立地開発部

土地、建物、ＳＣおよび居抜き物件など
ございましたらご連絡下さい。

出店用地に関して

0 3 - 5 8 5 0 - 3 6 6 2
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地域によりそい、

ともに歩く。

　株式会社ダイナムジャパンホールディングスは、2015年に夢コーポレーション株式

会社と株式交換契約を締結致しました。これによりグループの店舗数が440店舗を

超え、両社の経営資源を最大限に活用し、企業価値を一層向上させていきます。

　2016年4月に発生した熊本地震により被災された地域の皆様には謹んでお見舞

い申し上げます。当グループでは熊本県内に13店舗が営業しており、この地震で5

店舗が営業休止となりましたが、取引先をはじめ、多くの信頼関係者の皆様や全

国の店舗からの支援や応援があり、発生から1週間で全店営業再開となりました。

この場をお借りして御礼申し上げます。

　このたび、直近半年間の当グループの企業活動をまとめた本冊子を作成しました

ので、ぜひご高覧いただき、当グループへのご理解を深めていただければ幸いに

存じます。

ごあいさつ

2016 年 8月吉日
株式会社ダイナムジャパンホールディングス

取締役会議長 代表執行役 兼
株式会社ダイナム 取締役会長

佐藤 公平

Conten t s

04

ダイナムグループの企業理念は「信頼
と夢を育む百年の挑戦」です。信頼
関係者の皆様との信頼関係により企
業の営みができています。今後も信
頼関係者の皆様とのコミュニケーショ
ンを通じて、絆を深めていきたいと考
えていますので、定期的に企業情報
をお届けする冊子としてダイナムグ
ループ通信を発行しています。

ダイナムグループ通信とは

特集

02 ごあいさつ

熊本地震への取り組み 復興を支えるダイナムの思い

2016 年 3 月期 決算情報

ダイナムグループの動き

社会貢献活動報告

新規開店店舗の内覧会開催

ダイナム ストーリー
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お客様からの声

お客様の生活に寄り添い
通いやすい店舗を目指す

地元住民のニーズに応える
きめ細やかな店舗運営

多くのお客様に愛される
地域密着のホールへ

ダイナム最多、1,000台を設置する北海道の旗艦店。

輝き続ける秘訣を、２人の店長にお聞きしました。
ストアマネジャー
小野 孝貴さん

常に笑顔の接
客を心掛ける
ダイナム上磯
店の皆さん

会員を獲得した
従業員の写真を
パシャリ。記録
更新へモチベー
ションアップ！

トラブルにも早急に対応するため、修
理道具をホール内のいたるところに置
いています。

修理道具の設置箇所を増やし、
作業を迅速に1

年配の女性は椅子に座ると足が浮く
方が多いので、足置きが大活躍です。

足置きで、
お客様の疲労を軽減2

従業員と円滑なコミュニケーションを
取るため、誕生日を祝い親睦を深めて
います。

スタッフ同士で誕生日を祝い、
一体感を生む3

〒049-0111 北海道北斗市七重浜7丁目189番地3
： 9：00-23：00
： パチンコ 720台（4円:400台 1円:320台）
  スロット  280台（20円:280台）
： 1台設置
： 1995年12月18日

ダイナム上磯店

独自の取り組み

店舗のようす

会員連続獲得
パネル

食 品 売り場で
買ったものを袋
ごと保管しておけ
る冷蔵ロッカー

ロッカー

お客様と仲良く
なって、ついつ
い話し込んでし
まうことも

丁寧な対応を
心掛けています

比較的少ない金
額で長く遊べる
台を多くそろえ
ています

さまざまな
パチンコ台が
並ぶ店内

店 舗 情 報

店舗
の経営状況を管理従業

員の働き方を管理

ストアマネジャー
相澤 司さん

ダイナム上磯店

　「今日は誰が勤務しているの？」。早朝、開

店前から並ばれるお客様からは、こんなお声

をかけていただいています。店員一人ひとりを

目当てに足を運んでくださるお客様がいること

が、上磯店が地域に愛されている何よりの証

拠です。地元住民の生活に寄り添った店舗づ

くりが、愛される秘訣だと考えています。

　上磯店は、大型ショッピングセンターの敷地

内に併設された店舗です。そのため、お越しに

なるお客様は、買い物ついでの女性、特に高齢

者が多いです。上磯店では、こうしたお客様を

大切にしようと、食品売り場で購入したものを

保管できる冷蔵ロッカーを設置しています。ロッ

カーは常に埋まってしまうほど好評のため、増

設を検討中。他にも、少ない金額で長く遊べる

台を多くしたり、新台入替の日も午前9時に開店

したりするなど、お客様のニーズに合わせた営

業スタイルを心掛けています。

　ダイナム上磯店では、定期的に通ってくださ

るお客様に会員へのご加入を薦め、171日間連

続で会員数を増やしています（2016年6月28日

現在）。過去、北海道で１番だった店舗の記録

は、153日です。大幅な記録更新の秘訣は、店員

一人ひとりが、お客様とのコミュニケーションを

大切にしていること。高齢者が多い上磯店では

会話を求めてご来店される方も多く、店員は開

店前や遊技の途中でも、お客様と会話を楽し

み、名前を覚えてもらい、親しい関係を結んでい

ます。これが、会員、常連のお客様が増え続け

る理由です。

　こうした丁寧な対応は、1,000台という、ダ

イナム最多の設置台数を持つ上磯店ならで

は。規模の大きい店舗だからこそ、ただ従業

員の人数を増やすだけでは接客が行き届き

ません。他店よりも正社員の比率を増やし、

従業員教育を充実させているので、社員一人

ひとりに、お客様を大切に思う気持ちが育っ

ているのです。

　付近の競合店と比べても圧倒的な女性人

気、高齢者人気を誇る上磯店ですが、今後

は、若いお客様も増やし、老若男女を問わな

い地域に密着したホールを目指します。高齢

者や女性のお客様のニーズに合わせた営業ス

タイルは変えず、世代を超えた遊びやすさの

提供が今後の課題。アルバイトや正社員を問

わず積極的に意見を吸い上げ、小さな改善を

重ねていくことで、着実に目標に近付いていき

たいと思います。

営業時間
設置台数

A E D
店舗設立日

お客様一人ひとりを気にかける細やかな接客
夏場、冷房が強いと席を移動することも。「寒くないですか？」とお声がけくださるなど、ちょっとした心遣いが心地良いお店です。

愛される
ダイナム

へ

ダ
イナム
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熊本二本木店で、
支援物資を提供

店舗営業再開の御礼

店舗の下記の活動の他に、物資の
支援活動として、天麗水と天然酵
母パンや日用品、食料品を熊本二
本木店にお届けし、店舗従業員や
被災地支援担当より地域の皆様
に提供させていただきました。

熊本ゾーン
ゾーンマネジャー
千葉 拓矢さん

4/14［木］ 21 :26

地震発生後、直ちに森社長を本部長
とする緊急対策本部を設置

熊本地方
震度7（M6.5）発生

●ガソリン370Ｌを熊本二本木店
へ納品

●物資保管場所として仮設テント
（6張）を熊本二本木店へ設置

4/16［土］ 01 :25

●松橋店、熊本二本木店、熊本菊池店、熊本
大津店、熊本戸島店の5店舗が営業休止

●物資供給用レンタカー（2ｔトラック）を手配
　福岡ＤＣ、宮崎ＤＣを拠点として物資搬送を開始

熊本地方
震度7（M7.3）発生

松橋店、熊本二本木店の
2店舗が営業休止

4/15［金］

4/17［日］

松橋店が営業再開
第1弾支援物資として、
水・食料品・日用品他を
店舗へ納品

4/18［月］

熊本二本木店、熊本菊池店が営業再開
●ダイナム全店で義援金の受付を開始
（現金、玉・メダル）※4/26から従業員の募金受付を開始
●熊本二本木店、熊本
　戸島店にて日本ヒュウ
  マップがカレー100食
  を無償提供

4/21［木］

熊本地震復興応
援ブログ「がんば
ろう！熊本」を開設

4 /27［水］

●第2弾支援物資として、天麗
水・酵母パン・日用品他を店
舗へ納品

●熊本二本木店にて水70ケース
を配布

4/20［水］ 

熊本地震への取り組み

復興を支える
ダイナムの思い
2016年4月14日と16日、熊本県熊本地方

を震源地とする「平成28年熊本地震」

が発生しました。地震発生後、5店舗が

営業休止となりました。ここでは、復旧

活動による店舗営業再開までの当社グ

ループの対応についてお伝えします。

ダイナムが取り組んだ4つの活動

支援活動

被災店舗に従業員が
応援に駆けつけ
今回の熊本地震で、被災した店舗が早期再開で
きたことにより、ホールオペレーションの負荷軽
減が次の課題となりました。そこで全国展開をし
ているメリットを生かし、熊本県出身の従業員を
応援者として被災店舗に配置する「ふるさと応
援」が実施されました。

松橋店には約1カ月で3名が応援に駆け
つけてくれました。被災し、疲れた従業
員が休養をし、自宅の片付けなどがで
きて良かったと声があがっています。ま

た、応援者からは実家の状況確認と家族の元気な姿
が見られ安心したと声がありました。応援者、被災店舗
ともにありがたい取り組みであったと感じています。

ふるさと応援

ダイナムの支援活動を全国に配信
ダイナムジャパンホールディングスグループ
の復興支援活動を「がんばろう！熊本」熊
本地震復興応援ブログに掲載しました。
義援活動や現地入りした復興支援チーム
の活動内容を中心にグループの熊本地震
への支援状況をお知らせしています。

今回の熊本地震において、信頼関係者の皆様には、店舗早期再開に向けた各種調
整と救援物資の手配などサポート、そして全ゾーンからは応援メッセージやふるさ
と応援を頂き、大変感謝しております。おかげさまで熊本県店舗は全店元気に営業
しています。この場をお借りして御礼申し上げます。店舗が元気に営業することで
今回ご支援いただきました皆様に恩返しができればと思っております。

ブログ

義援金を募り、県へ寄贈
ダイナムグループでは、
2016年4月21日から6月
10日の期間で、熊本地
震の義援活動を実施し
ました。方法は、①店頭
で現金での受付②店頭
で玉・メダルでの受付
③グループ従業員の募金活動④各社か
らの搬出で実施し、グループ総額
48,852,985円となりました。

義援金

熊本戸島店が営業再開
日本ヒュウマップ手配の500ml
ペットボトル飲料23,000本納品

4/19［火］

熊本大津店が営業再開
●熊本二本木店にて、日本ヒュウマップ
がカレー100食を無償提供

●店舗営業再開に伴う物資保管場所として
仮設事務所2棟を熊本二本木店に設置

4/22［金］

熊本二本木店へ設置されたテント
お客様から寄せら
れた感謝の手紙

ダイナム 熊本二本木店
類瀬 英美さん

「当たり前」が「当た
り前にできない」こと
に、地域の方々は不
安を感じていました。

そんな中、駐車場の開放・携帯充電な
ど、ささいなことが地域の方に必要と
され、喜んでいただけたと感じます。

SMより

http://dynam.lekumo.biz/blog02/

ダイナム 松橋店
成田 寛輝さん

SMより

お客様へ物資を提供
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　ダイナムジャパンホールディングス2016年3月期（自2015年4月1日至2016年3月31日）の
業績をお知らせします。香港証券取引所上場規則にのっとり、

国際財務報告基準（ＩＦＲＳ）に基づいた決算報告となっております。

　当社の2016年3月期は、貸玉収入844,885百万円（前年比2.3%増）、営業収入155,911百万円（前
年比0.9%増）、税引前当期利益17,403百万円（前年比10.8%減）、当期利益10,539百万円（前年比
6.4%減）となりました。

　当社グループでは、低貸玉営業店の出店、高貸玉営業店舗から低貸玉営業店舗への業態変
更、更に、営業年数の古い70店舗を対象に大幅なリニューアルを行うなど、集客対策及び収益改
善対策を実施しました。
　2016年3月期は、株式会社ダイナムによる14店舗の新規出店、4店舗の閉店、また39店舗のパチ
ンコホールを運営する、夢コーポレーション株式会社をグループ化したことにより、当社グループ
が運営するパチンコホール店舗数は、2016年3月末時点で合計442店舗となっております。
※EBITDAは、当期利益に金融費用、税金、減価償却費、為替差損益及び純損益を通じて公正価値で測定する
　金融資産の評価損益を加えて計算しております。

決 算 情 報
2 0 1 6 年 3月期

連結損益計算書（IFRS）
当期

（2015/4～2016/3）
前期

（2014/4～2015/3） 増減 主な要因

（単位：百万円）

YC新規連結+29,297（2015/11～2016/3：5カ月分）

YC新規連結 +5,703

モンゴル住宅事業 +858

為替差益 ▲1,782

株式評価損 ▲1,258、為替差損 +368

※YC=夢コーポレーション株式会社

連結財政状態計算書（IFRS）

当期末（2016/3） 前期末（2015/3） 増減
（単位：百万円）

 ▲26

189,184

非流動資産

流動資産
資産合計
非流動負債
流動負債
負債合計
資本金

剰余金

145,944

43,240

189,184

25,727

30,838

56,565

15,000

117,645

132,213

48,723

180,936

14,503

31,380

45,883

15,000

120,077

13,731

▲5,483

8,248

11,224

▲542

10,682

-

▲2,432

非支配持分
資本合計
負債及び資本合計

132,619

▲24

135,053

180,936

▲2

▲2,434

8,248

有利子負債 （単位：百万円）
2016年

3月31日時点
短期有利子負債
長期有利子負債
有利子負債合計
資産合計

2,369

18,394

20,763

189,184

1.3%

9.7%

11.0%

100.0%

1.7%

5.1%

6.8%

100.0%

3,160

9,160

12,320

180,936

比率 2015年
3月31日時点 比率

自己資本比率 （単位：百万円）
2016年

3月31日時点
資本金
剰余金
非支配持分
純資産

15,000

117,645

▲26

132,619

7.9%

62.2%

▲0.0%

70.1%

8.3%

66.3%

▲0.0%

74.6%

15,000

120,077

▲24

135,053

総資産 189,184 100.0% 100.0%180,936

比率 2015年
3月31日時点 比率

配当について

配当方針
　当社は、株主の皆様に安定した配当
を出し続けることを重要な経営方針の
一つに掲げております。

❶ 1株当たり配当金 6円
❷ 配当総額 4,596百万円
❸ 配当金支払日 2016年6月24日
❹ 配当基準日 2016年6月2日

当期末配当

年間配当推移

1株当たりの配当金
配当性向

14円
49.0％

14円
92.4％

13円
95.5％

2014年
3月期

2015年
3月期

2016年
3月期

貸玉収入
景品出庫額
営業収入
店舗営業費用
一般管理費
その他の収入
その他の費用
営業利益
金融収益
金融費用
税引前当期利益
法人所得税費用
当期利益
EBITDA

844,885

688,974

155,911

138,326

5,798

8,184

1,805

18,166

311

1,074

17,403

6,864

10,539

30,494

826,072

671,516

154,556

134,659

5,456

6,850

1,947

19,344

2,151

1,977

19,518

8,259

11,259

30,637

18,813

17,458

1,355

3,667

342

1,334

▲142

▲1,178

▲1,840

▲903

▲2,115

▲1,395

▲720

▲143
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東日本大震災復興支援
寄付
活動

諏訪大社式年造営御柱大祭の清掃活動を実施
ダイナム長野茅野店

さっぽろ雪まつり2016

北海道札幌市大通公園をメイン会場として開催した「第67回さっ
ぽろ雪まつり」へ協賛しました。
さっぽろ雪まつりは、今年で67回目を迎えました。ダイナムでは、
この国内最大級の冬の行事へ地域貢献の一環として協賛し、来
場した皆様に楽しんでいただけるようなブースの出店を行いまし
た。また、ダイナムグループ公式キャラクターのモーリーズが登場
し、来場者の皆様とふれ合いました。

ダイナムCUP SQ -CUBE OPEN 
2016 in さいたま

埼玉県さいたま市のさいたまスカッシュスタジアム SQ-CUBEで、ダイ
ナムが協賛する「ダイナムCUP SQ-CUBE OPEN 2016 in さいたま」が
開催されました。本大会は、スカッシュ国内最大の賞金大会で、国内
トップクラスの選手を含めた約250名の選手が参加しました。男子
は、全日本チャンピオンで日本代表の机龍之介選手（18＝iBEXス
ポーツ所属）が優勝し、女子は、2015年USジュニアオープンで優勝し、
現在日本代表の渡邉 聡美選手（17=メッドサポートシステムズ所属）が
優勝しました。

ダイナムグループでは、全国の地域の活性化を支援する
協賛活動を積極的に行っています。

地域に根ざしたダイナムの取り組み
ダイナムグループは、社会貢献を経営方針の一つに掲げ、

地域社会との連携を図り、継続した社会貢献活動を行っていきます。

松永合併 50 周年記念イベントをお手伝い
ダイナム広島松永店

目録贈呈の様子

社会
貢献活動報告 ダイナムグループの店舗では、それぞれの地域環境や、ニーズに合わせて、

ボランティア活動、寄付活動など、さまざまな地域活動を行っています。全国での地域活動

協賛活動

2012年3月より開始した、ダイナムグループでの東日本大震災復興支援の寄付金は、

合計で 431,465,690 円となりました。

2015年9月1日から2016年2月29日の間、お客様よりご協力いただいた玉・メダル相当額である、
62,130,246 円を東北 3県と岩手県陸前高田市に配分し、お届けしました。

岩手県（5月10日訪問） 福島県（5月31日訪問）宮城県（5月18日訪問）

5
4

1
5

5～11
2 5～ 7

2

　ダイナム広島松永店が、広島県福山市施行100周年、松永合併50周年記
念イベントでスタンプラリーのイベントスタッフとして、地域にまつわるゲー
ムや催し物に参加しました。ご家族連れでの参加が多く、ダイナムのユニ
フォームを見た親御様より「CMで見たことがあります。この活動に参加され
ているのを見るとパチンコ店のイメージが変わりますね。子供たちと遊んで
くれてありがとうございました」と感謝の声も。また、市役所職員の方より
「企業の方がボランティアに参加されることは初めてです。今後ともよろし
くお願いします」とのお言葉も頂きました。

　ダイナム長野茅野店が、地域最大の祭りとなる諏訪大社式年造営御柱大祭
(通称：御柱祭)の清掃活動を行いました。「御柱祭」は、諏訪大社の宝殿の造
り替えに伴い、御柱を選び、山からひき、境内に建てる一連の行事です。清掃
活動は、祭り終了後に店舗外周及び周辺の川岸で行いました。また、祭りの開
催時は交通規制がひかれることから、ダイナム長野茅野店は店休日を設け、駐
車場を開放し、地域住民の方々や観光客の誘致にご協力させていただきまし
た。御柱祭終了後の営業日には、御柱祭参加者の方々や関係者の方々など、多
くの方々より御礼の言葉を頂きました。

ち の
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内覧会開催
新規開店店舗の

地権者様に
信頼していただくために

2016年4月29日に新規オープンした

山梨県のダイナム山梨南アルプス店

において、地権者様に向けた

店舗内覧会を開催しました。

店舗概要 ダイナム山梨南アルプス店

山梨県南アルプス市桃園
1070番地1　
055-280-8250
パチンコ 320台、
スロット160台、合計480台
2016年4月29日

住 所

電話番号

設置台数

開 店 日

　新規オープン前の2016年3月11日
にダイナム山梨南アルプス店の店内
にて、地権者様に向けた店舗内覧会
を実施しました。この内覧会は、店
舗の新規オープンに際し、信頼関係
者となる地権者様に向けて完成した
店舗を実際に見ていただくことによ
り、ダイナムの企業活動に対して理
解促進を目的としていますが、同時
にその地域の地権者様の皆様のご
意見を頂き、より地域に根づいた店
舗運営を行っていくといった目的も
あります。
　内覧会当日は、ダイナムビジネスサ
ポート資産管理部の担当者より店舗
概要と今後の問い合わせ窓口などに
ついてご説明させていただき、同時に
ストアマネジャーの紹介と地権者様
からの質問を頂きました。お互いに顔
を合わせてお話ができたことにより、
当グループへの安心感が生まれたと
のお声を頂きました。

これから地権者様とは長いお付き合いとなりますの
で、実際に地権者様とお会いすることで店舗がある
地域も含めた住民の皆様との関係を構築する良い機
会となりました。
また、地権者様とお会いすることにより、まずはストア
マネジャーとして、地域に愛される店舗づくりを従業
員一丸となって進めていくことが大切であると強く感
じました。

励ましや
期待の言葉が
店舗運営の
原動力に
なっています

乾物屋の一角に、小さなパチンコ店が併設されました。

1960年に入り、役物「チューリップ」が大ヒット。

高度経済成長の波に乗ってパチンコブームが始まりました。

店舗が亀有と金町の2店舗に増えたころ、

世の中はパチンコブームを迎えます。

佐藤の父・洋平氏は事業を本格的に拡大するため、

株式会社を設立することを決意。

こうして1967年7月にダイナムの前身となる佐和商事株式会社は設立されました。

― 信頼と夢を育むこれまでの挑戦 ―

2 017年に創業50周年を迎えるダイナムグループ。人を思い、

新しいことに挑戦を続ける姿勢は今も昔も変わりません。

全ては、この場所から始まった―。

DYN A M  STORY

戦後間もない1950年当時の光景
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ダイナム山梨南アルプス店
竹内 哲ストアマネジャーより
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当社に対するご意見・ご要望をお待ちしております。
下記の番号にお気軽にお電話下さい。

全国に展開する
パチンコホール ダイナムでは、
出店用地の募集を行っております。

土地の有効活用をお考えのオーナー様、
不動産関係者様などでお知り合いの方が

いらっしゃいましたら、
ご案内をお願い致します。

お問い合わせ先

㈱ダイナムビジネスサ ポート 
資 産 管 理 部 （ 地 権 者サ ポート担当）

地権者の皆様

03-5850-3679

㈱ダイナム
カスタマーサービスデスク

お客様

出店用地募集 !

I N F O R M A T I O N

0120-887-351

㈱ダイナム  情 報 管 理 部 （ 広 報 担当）

ダイナムグループ通信に関して

0 3 - 3 8 0 2 - 8 2 2 4

㈱ダイナムビジネスサポート 立地開発部

土地、建物、ＳＣおよび居抜き物件など
ございましたらご連絡下さい。

出店用地に関して

0 3 - 5 8 5 0 - 3 6 6 2
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