
株式会社デイトナ
2018～2020年 デイトナグループ

「重点方針」



デイトナグループ
5社
↓
６社

東証本則市場
への

チャレンジ

2020年グループ目標
売上108億

経常利益7.5億
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(株)デイトナ
所在地 静岡県周智郡森町
創立 1972年4月
代表者 織田哲司
従業員数 男性64名 女性22名 パート含む
主たる事業
①国内二輪部品用品・企画・開発・卸
②海外二輪部品用品・企画・開発・卸
③国内電動アシスト自転車・企画・開発・卸
④国内特殊機器（除雪機等）企画・開発・卸
⑤リユース・中古部品・用品の仲介・販売

(株)ライダーズ・サポート・カンパニー
所在地 千葉県柏市
創立 2000年1月
代表者 鈴木紳一郎
従業員数 男性55名 女性17名 パート含む
主たる事業
①国内二輪部品用品販売
②国内中古部品販売
③車両販売

ＰＴ－ＤＡＹＴＯＮＡ
所在地 インドネシアジャカルタ
創立 2007年6月
代表者 今頭憲治
従業員数 男性11名 女性2名 パート含む
主たる事業

①インドネシア国内二輪部品用品・企画・開
発・卸
②東南アジア圏二輪部品用品・企画・開発・
卸

(株)ダートフリーク・㈱プラス
所在地 愛知県瀬戸市
創立 1990年4月
代表者 諸橋 勉
従業員数 男性46名 女性15名 パート含む
主たる事業
①国内二輪部品用品・企画・開発・卸
②海外二輪部品用品・企画・開発・卸
③国内 イーコマース事業 ㈱プラス

新規
Ｍ＆Ａ
子会社（未定）



グループ各社 2017実績→2020 売上予算
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２０１７年
売上実績

(株)デイトナ 43.1億

２０１８年
売上予算

２０２０年
売上予算

45.2億 54.0億

(株)ダートフリーク 対象外 18.1億 19.5億

(株)ライダーズ・サポート・
カンパニー

15.3億 16億 17.5億

ＰＴ－ＤＡＹＴＯＮＡ 4.9億 ＊3.2億 7.0億

2017 2018 2020

100億

63.4億 82.5億 108億

新規Ｍ＆Ａ １０.０億

単位：億円（連結修正前）

＊2018 PT‐DAYTONA 予算はメーカー向けＯＤＭ等、流動的要素をマイナス勘案しています。

M&Aを活用し成長スピードを早める。

（連結修正前売上）



デイトナ国内二輪事業 ～2020 重点方針
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重点商品カテゴリー ポジション
（自社分析）

シェア獲得(Ｎｏ１)
戦略

ツーリングバッグ
（ファブリック）

４位
Ｎｏ１商品力+ラインナップ

↓
充実した情報提供

SNS      YOU TUBE
+

スマホアプリケーション構築
↓

店舗スタッフ・ユーザーへの
ダイレクト発信とコミュニティ

↓
ファンユーザー獲得

スマホ周辺機器 １位

電子機器類 ３位

補修・維持関連 1位

保 管 ４位

パーツ総合Ｎｏ１ → 主要17カテゴリー№1シェア維持、獲得を目指す。



デイトナ海外二輪事業 ～2020 重点方針
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重点カテゴリー 重点 施策

ＨＤ 関連（北米）

北米・欧州:客先要求レベルの高い商材で優位性確保

・エンジン補修パーツ拡充
・エンジンパフォーマンスパーツ投入

Ｓ×Ｓ（4輪バギー・北米） ・補修パーツ （新規検討）
・パフォーマンスパーツ（新規検討）

ＡＴＶ（北米） ・エンジン関連補修パーツ追加

・ミニモト関連リニューアル
・汎用エンジン参入検討

エンジン

ＤＡＹＴＯＮＡブランド（欧州）

補修部品（欧州） ・ブレーキ関連補修パーツ拡充

・ラインナップによる面展開



Ｅ－ＢＩＫＥ 除雪機 リユース 新エネルギー ～2020 重点方針
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重点カテゴリー 重点施策

Ｅ－ＢＩＫＥ

・販売網の拡充
・商品ラインナップ追加
・ＯＤＭ対応

除雪機

・ブロアタイプ除雪機投入
・複数機種追加ラインナップ

リユースビジネス

・ＢｔｏＣ業者登録の推進
・中古車輌販売開始
・中古部品販売ネットワーク構築

新エネルギー
・発電機等汎用エンジンでの
代替燃料研究継続

3事業について、安定収益源の基盤確保。



(株)ライダーズ・サポート・カンパニー ～2020重点方針
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事業 重点施策

ライコランド
直営３店舗

・訪問が楽しみになる店づくり
・修理・車検強化
・消耗品、ヘルメット、ＳＰパーツ強化
・インバウンド対応・カスタムバイク制作販売

中古ビジネス
（アップガレージライダース）

・新規出店（宇都宮）
・関東圏での候補物件探し
・店長人財育成

車輌販売
（トライアンフ柏）

・合同試乗会の定期開催
・新車販売時、追加オプション提案の習慣化
・法定点検、車検入庫時のカスタム提案
・ブログ活用での整備・カスタム力の発信
・商圏の拡大

固定客獲得策推進
中古部品・用品販売拡大による収益性向上



ＰＴｰＤＡＹＴＯＮＡ インドネシア ～2020 重点方針
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重点施策

・補修・消耗品ＰＭＰ社協業推進
（ジャワ島内 販売拠点追加）
（店舗対象キャンペーン・ユーザー対象キャンペーン推進）
（ＤＡＹＴＯＮＡブランド認知・レース冠スポンサー検討）
（商品ラインナップ追加）
・ＰＭＰ社を活用したインドネシア周辺国への展開

重点カテゴリー

ＤＡＹＴＯＮＡブランド
補修品

ＰＭＰ社協業によるジャワ島内シェア拡大



㈱ダートフリーク～2020 重点方針
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事業 重点 施策

サイクル（ヨツバモト）

・キッズ向け「電動バイク」の提案
（各地域 試乗会の開催）
（販売＆コース管理業者の募集・確保）
（海外販売展開）
・電動アシスト自転車化検討

国内二輪
・シェア維持
・㈱Ｒ・Ｓ・Ｃ店舗展示訴求・リサーチ活用

海外二輪
・インドネシア及び周辺国対応
現地モデル商品開発

新ジャンルへの参入



重点方針による、国内シェアＮｏ１を目指す
カテゴリー説明ビデオをご覧ください。（約6分）
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シナジー効果

(株)デイトナ

販売
ネットワーク

製造
ネットワーク

(株)ダート
フリーク

・相互の技術交換

・互いの製造先の活用

・販路の活用拡大

・新たなジャンルへの参入

2018年 デイトナ
＊Ｄ／Ｆ 協力工場活用による
新カテゴリー参入と収益改善。
＊Ｄ／Ｆ開発商品のＯＮロード仕様
販売開始。
＊Ｄ／Ｆ ＯＥＭブランドの
海外販売開始。

2018年 Ｄ／Ｆ
＊ライコ埼玉・柏にＤ／Ｆコーナー設置
＊四葉モト相互販売検討⇒（デイトナ仕様）
＊インドネシア市場参入検討

（ＰＴ－ＤＡＹＴＯＮＡ）協力。
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バイク文化を広める活動（CSR）

親子バイク教室（他社主催） スクール（他社主催）

メーカー新車試乗会（他社主催） デイトナ主催バイクイベント
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配 当

2016年12月期 2017年12月期 2018年12月期

配当金 17.0円 16.0円 16.0円（予定）

ご参考

100株 200株 1,000株

配当金 1株＝16.0円※ 1,600円 3,200円 16,000円

株主優待品 自社商品 他 ― 2,000円相当 5,000円相当

ご購入予算 1株＝1,030円
※

103,000円 206,000円 1,030,000円

配当利回り 配当金 + 優待金額
/ 株購入金額

1.55% 2.52% 2.04%

※2018年12月期の配当金16.0円（予定）、2018年3月14日時点の終値1,030円で計算。
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株主優待

[1] 200株以上1,000株未満保有の株主様

＊下記の中から株主様に選択して頂いております。

①静岡県周智郡森町の特産品（新茶200g程度を予定）

②遠州浜名湖特産品（しらす・ちりめんセット）

③自社商品（2,000円相当）

[2] 1,000株以上保有の株主様

＊下記の中から株主様に選択して頂いております。

①周智郡森町等地元の特産品（新茶 またはクラウンメロン等）

②遠州浜名湖特産品（うなぎ、しらすセット等）

③自社商品（5,000円相当）
クラウンメロン
（1,000株以上）

しらす・ちりめんセット 森町の新茶
うなぎ・しらすセットセット

（1,000株以上）



本資料には、将来の業績に関わる記述が含まれております。

こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。

将来の業績は、経営環境の変化などにより、計画数値と異なる可能性があることにご留意ください。

また、本資料は情報の提供のみを目的としており、取引の勧誘を目的としておりません。

株式会社デイトナ （JASDAQ 証券コード：7228）

IR窓口（管理部財務総務グループ） TEL 0538-84-2200

ホームページ http://www.daytona.co.jp/
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