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ごあいさつ

株主の皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご支援並びにご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

ここに当社第32期（平成16年1月1日から平成16年12月31日まで）が終了いたしまし

たので、事業の概況についてご報告いたします。

株主の皆様におかれましては、今後とも引き続きご支援ご鞭撻を賜りますよう

お願い申し上げます。
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外食産業におきましては、春季に起きたBSE発生による米国産牛肉輸入停

止や鳥インフルエンザの影響に加え、夏季の記録的猛暑とオリンピック放映

のための集客減少や、秋季の度重なる台風の襲来による国産食材の高騰など

がありました。

こうした状況のもと、当社グループにおきましては、持続的成長を続ける

ための事業の核となる新業態の開発や、サーヴィスの追求、そして商品開発

に尽力してまいりました。また、営業を支える間接部門におきましても、社

員教育部門の強化、情報システムの整備を継続し、更に加速する業界内での

淘汰に勝ち残る体制を築くべく努力してまいりました。

当連結会計年度における出店は新業態の開発に主眼をおきました。まずそ

の１つとして、イタリアンレストラン「カフェ ラ・ボエム」のパスタ料理に

注力したパスタ専門店「パスタジオ」を開発し、６月の世田谷区成城出店を

皮切りに、８月に渋谷区代々木上原、９月に横浜市青葉区あざみ野、10月に

横浜市都筑区、港区赤坂へ順次出店いたしました。また、12月15日にもう１

つの新業態として、当社グループ各業態のノウハウを投入したラグジュアリ

ー・フードコート「フードコロシアム」を沖縄県那覇市おもろまちのDFSギ

ャラリア沖縄内に出店いたしました。また、既存業態におきましては、目黒

区自由が丘に８月に「モンスーンカフェ｣、11月に「カフェラ・ボエム」を出

店し、｢権八」を９月に横浜市青葉区あざみ野、11月に東京都国立市に出店い

たしました。

以上の出店により、当連結会計年度末の総店舗数は58店舗となりました。

この結果、既存店売上高は前連結会計年度比1.8％減と依然厳しい状況では

ございますが、新規出店などの寄与により、当連結会計年度の売上高は140億

36百万円（前連結会計年度比4.4％増）となりました。売上高をコンセプト

（営業形態）別にみると「ラ・ボエム」は41億55百万円（同6.1％増）、｢ゼス

代表執行役社長　長谷川　耕造
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当連結会計年度の概要
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企業理念

1.自分と家族と社会に対し責任を持つ

2.私達は、全力でお客様を楽しませ、

高い利益をあげ、株主価値を向上させ、

無限の可能性にチャレンジして

人生を楽しく生きる！
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コンセプト別売上高と店舗数の推移

■店舗数／■コンセプト別売上高（単位：百万円）

※第32期より新業態の「パスタジオ」及び「フードコロシアム」を追加しております。

ト」は16億81百万円（同0.9％減)、｢モンスーンカフェ」は37億11百万円（同

0.7％増)、｢権八」は28億58百万円（同10.7％増)、｢ディナーレストラン」は

12億91百万円（同2.6％減)、｢パスタジオ」は１億17百万円、｢フードコロシ

アム」は31百万円、｢その他」は１億88百万円（同19.7％減）となりました。

また、利益につきましては、営業利益４億７百万円（同8.1％減)、経常利

益３億44百万円（同75.6％増）、当期純利益１億85百万円（同77.8％増）とな

りました。

次期におけるわが国経済は、当連結会計年度にみられた景気回復の兆しを

受けたものの、個人消費の低迷を払拭するには至らず、消費者の動向に大き

く左右される外食産業におきましては、予断を許さない状況であります。

こうしたなか、当社グループは、積極的に新業態開発や新規エリアの開拓

に努め、多様化するお客様のニーズに応える業容を目指します。また、既存

の業態におきましても、更なるサーヴィスと品質の向上を図ってまいります。

なお次期は、下期に偏る出店を見込み、その影響額を営業利益に織り込ん

でおります。

以上をふまえ、次期の連結業績見通しにつきましては、売上高158億13百万

円（前連結会計年度比12.7％増）、営業利益５億75百万円（同41.1％増）、経常

利益５億18百万円（同50.2％増）、当期純利益２億36百万円（同26.9％増）を

見込んでおります。

当社は、株主の皆様からの信頼にお応えできるよう全力を挙げて企業活動を

進めてまいりますので、株主の皆様におかれましては、変わらぬご支援を賜り

ますようお願い申し上げます。

平成17年3月

次期の見通し
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ラグジュアリーな時間を演出する
大型フードコート「フードコロシアム」
那覇新都心にグランドオープン！

平成16年12月、沖縄県那覇市おもろまちにオープンした免税ショッピング施設

「DFSギャラリア沖縄」内に、初の地方出店として、新業態となる大型フードコート

「フードコロシアム」を出店いたしました。

ラグジュアリー（贅沢）をテーマにした「フードコロシアム」では、イタリアン、テ

ックスメックス、エスニック、そして和食など、既存業態にて展開する料理を柱と

した様々なジャンルのブースを設け、目の前で調理する本格的なカジュアルダイ

ニングの味わいを、お待たせすることなくお気軽にお楽しみいただけます。中央

に配されたブースを取り囲むようにコロシアムの観覧席をイメージした客席が設

けられているほか、オープンエアーのテラス席も用意され、南国の雰囲気に浸り

ながらゆったりとした時間をお過ごしいただる造りになっております。また、お帰

りの際に一括で精算していただける独自の精算システムを導入いたしました。

階下には、ショッピングゾーンの一角にシャンパンバーを展開しており、ショッ

ピングの合間にご利用いただけます。

地方初出店となる新業態、

本格的なカジュアルダイニングの味わいを提供する大型フードコート。

●フードコロシアム
所　在　地：沖縄県那覇市おもろまち4―1

DFSギャラリア沖縄3F
Phone（098）860―1441

設備投資額：723百万円

客　席　数：550席

店 舗 面 積：2458.8㎡

■ 新ブランド紹介

那覇空港�

沖縄自動車道�

那覇�

宜野湾�

浦添�

糸満�

具志川�

沖縄�

名護�

FOOD COLOSSEUM
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新規出店情報

PastaZio  代々木上原
所　在　地：東京都渋谷区上原1―25―6

Phone（03）5790―6671
設備投資額：45百万円
店 舗 面 積：82.1㎡
客　席　数：30席

PastaZio  センター南
所　在　地：横浜市都筑区茅ヶ崎中央6―30

VeLeV 1F
Phone（045）948―6111

設備投資額：42百万円
店 舗 面 積：92.4㎡
客　席　数：44席

PastaZio  赤坂
所　在　地：東京都港区赤坂2―13―1

ルーセント赤坂　2F
Phone（03）3589―6600

設備投資額：49百万円
店 舗 面 積：127.1㎡
客　席　数：44席

カフェ ラ・ボエム 自由が丘
所　在　地：東京都目黒区自由が丘1―4―8  1F・2F

Phone（03）5731―5050
設備投資額：150百万円
店 舗 面 積：287.9㎡
客　席　数：128席（内テラス24席）

権八 国立
所　在　地：東京都国立市東1―16―14

ポポロSC南館　2F
Phone（042）580―2551

設備投資額：117百万円
店 舗 面 積：262.6㎡
客　席　数：108席

モンスーンカフェ 自由が丘
所　在　地：東京都目黒区自由が丘1―26―4

ステラ自由が丘　B1
Phone（03）5726―1366

設備投資額：93百万円
店 舗 面 積：191.7㎡
客　席　数：60席

とりや権八 あざみ野
所　在　地：横浜市青葉区あざみ野2―1―1

東急あざみ野ビル　2F
Phone（045）905―2933

設備投資額：133百万円
店 舗 面 積：226.8㎡
客　席　数：80席

PastaZio あざみ野
所　在　地：横浜市青葉区あざみ野2―1―1

東急あざみ野ビル　1F
Phone（045）905―2931

設備投資額：86百万円
店 舗 面 積：216.2㎡
客　席　数：64席
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南青山 Phone（03）3499―3377
港区南青山7―11―4 H.T南青山ビルディングⅢ 1F

世田谷 Phone（03）5486―3700
世田谷区池尻1―9―11 メゾン・ド・ソレイユ1F・B1

渋谷 Phone（03）3477―0481
渋谷区神南1―6―8 神南カンパリビル3F

六本木 Phone（03）3478―0222
港区六本木4―11―13 ランディック六本木ビル1F

表参道 Phone（03）5467―5666
渋谷区神宮前5―8―5 ジュビリープラザビルB1

白金 Phone（03）3442―4488
港区白金台4―19―17 1F・2F

銀座 Phone（03）3572―5005
中央区銀座6―4―1 東海堂銀座ビルB1

北青山 Phone（03）5766―1666
港区北青山3―6―25 AOYAMA3625 1F・2F

港北 Phone（045）914―2800
横浜市都筑区中川中央1―31―1 モザイクモール港北6F

お台場 Phone（03）3599―4801
港区台場1―7―1 メディアージュ4F

恵比寿 Phone（03）5475―5800
渋谷区広尾1―3―1 ハギワラビルB1

新宿御苑 Phone（03）5366―2242
新宿区新宿1―1―7 コスモ新宿御苑ビル1F・2F

G－Zone 銀座 Phone（03）5524―3616
中央区銀座1―2―3

麻布十番 Phone（03）6400―3060
港区麻布十番2―3―7 グリーンコート麻布十番1F・2F

骨董通り Phone（03）6418―4242
港区南青山6―2―2 南青山ホームズB1

自由が丘 Phone（03）5731―5050
目黒区自由が丘1―4―8 1F・2F

原宿 Phone（03）3400―3406
渋谷区神宮前6―7―18 神宮橋ビル2F

西麻布 Phone（03）3407―1363
港区西麻布2―25―18 麻布パレス2F

代官山 Phone（03）3476―4799
渋谷区代官山町16―2 八幡ビル1F・B1

カフェ ラ・ボエム
“因習に囚われない自由な生き方”が名
前に込められた「ラ・ボエム」は、ヨー
ロッパをイメージさせる優美な空間で、
本格パスタ料理を中心にオリジナルディ
ッシュも豊富なフレッシュ・イタリアン
を提供しております。旬の素材を使った
月替わりでご用意するマンスリースペシ
ャルなど、バリエーション豊富なメニュ
ーは、幅広い層の支持を得ております。

外食産業とは、単にお食事を提供するだけではありません。

都市生活者の新しいライフスタイルの一部として、

質の高いサービスと空間創造による

エンターテイメントを提供すること、

単に流行にとらわれない本物の価値を追求することが、

これからの外食産業のひとつの在り方ではないでしょうか。
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原宿 Phone（03）3409―6268
渋谷区神宮前6―7―18 神宮橋ビルB1

西麻布 Phone（03）3400―2235
港区西麻布2―13―15 第二横芝ビル2F

世田谷 Phone（03）5486―0321
世田谷区池尻3―29―4

飯倉 Phone（03）5570―6999
港区六本木5―18―19 グランメール六本木1F

渋谷 Phone（03）5489―3332
渋谷区神南1―6―8 神南カンパリビル2F

恵比寿 Phone（03）5475―6291
渋谷区恵比寿1―22―19

お台場 Phone（03）3599―4803
港区台場1―7―1 メディアージュ4F

G－Zone 銀座 Phone（03）5524―3621
中央区銀座1―2―3

西麻布 Phone（03）5467―5221
港区西麻布2―10―1

代官山 Phone（03）5489―3789
渋谷区鉢山町15―4

渋谷 Phone（03）5489―1611
渋谷区神南1―6―8 神南カンパリビル4F

南青山 Phone（03）3400―7200
港区南青山7―3―1 南青山石橋興業ビル1F･2F

お台場 Phone（03）3599―4805
港区台場1―7―1 メディアージュ4F

舞浜イクスピアリ Phone（047）305―7330
千葉県浦安市舞浜1―4   イクスピアリグレイシャス・スクエア3F

たまプラーザ Phone（045）905―5155
横浜市青葉区美しが丘5―2―15

恵比寿 Phone（03）5789―3811
渋谷区恵比寿4―4―6 MARIX恵比寿ビル1F・2F

麻布十番 Phone（03）5775―6900
港区麻布十番1―7―5 フェスタ麻布6F

G－Zone 銀座 Phone（03）5524―3631
中央区銀座1―2―3

自由が丘 Phone（03）5726―1366
目黒区自由が丘1―26―4 ステラ自由が丘B1

ゼスト キャンティーナ
アメリカ南西部のキャンティーナ
（酒場）を思わせるフロンティアス
ピリッツ溢れる陽気な空間で、メキ
シコ料理を色濃く反映させたテック
スメックス料理を提供しておりま
す。ステーキやハンバーガー、ホー
ムメイドタコスといったボリューム
満点の料理と、種類豊富なオリジナ
ルカクテルが人気です。

モンスーンカフェ
“寛ぎのオリエンタル～都市の中の
楽園”をテーマとした、アジアンリ
ゾートの雰囲気漂う空間が特徴的で
す。タイ、ベトナム、インドネシア、
中国などアジア各国のメニューを取
り入れ、各地方独特の野菜や香辛料
をふんだんに使用したヘルシーエス
ニックと、トロピカルドリンクやア
ジアンビールなどを提供しておりま
す。
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タブローズ Phone（03）5489―2201
渋谷区猿楽町11―6 サンローゼ代官山B1

タブローズ ラウンジ Phone（03）5489―2202
渋谷区猿楽町11―6 サンローゼ代官山B1

ステラート Phone（03）3442―5588
港区白金台4―19―17 3F

レガート Phone（03）5784―2121
渋谷区円山町3―6 E・スペースタワ－15F

お台場 Phone（03）3599―4807
港区台場1―7―1 メディアージュ4F

西麻布 Phone（03）5771―0170（蕎麦・串焼き処）1F・2F
Phone（03）5771―0180（寿司処）3F
港区西麻布1―13―11

渋谷 Phone（03）5784―2011（蕎麦・串焼き処）
Phone（03）5784―3772（寿司処）
渋谷区円山町3―6 E・スペースタワ－ 14F

G－Zone 銀座 Phone（03）5524―3641（蕎麦・串焼き処）
Phone（03）5524―3626（寿司処）
中央区銀座1―2―3

あざみ野 Phone（045）905―2933（鶏専門店）
横浜市青葉区あざみ野2―1―1 東急あざみ野ビル 2F

国立 Phone（042）580―2551
国立市東1―16―14 ポポロSC南館 2F

権八
伝統的な日本の民家を思わせるノス
タルジックな空間で、本格手打ち蕎
麦と備長炭で焼き上げる風味豊かな
串焼きを、選りすぐりの日本酒や焼
酎 と 共 に 提 供 し て お り ま す 。
「SUSHI権八」では旬の素材を使っ
た江戸前寿司やインターナショナル
ロールを、「とりや権八」では素材
の持ち味を生かした串焼きをメイン
にお楽しみいただけます。

ディナーレストラン
食材や調理法にとらわれず、高品質で健康的なイン
ターナショナルキュイジーヌを、世界に通用するサ
ーヴィスで提供しております。世紀末のイメージを
巧みに表現した「タブローズ」は92年代官山にオー
プン、またガラス張りの天井が特徴的な白金台に建
つ「ステラート」は、98年にオープンいたしました。
02年渋谷にオープンした「レガート」は、“劇場”を
テーマとした臨場感溢れるディナーレストランです。

蕎麦・串焼き処 寿司処 鶏専門店
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パスタジオ
素材へのこだわりに一切の妥協を排し、高品
質な素材を最大限に生かした、飽きのこない
シンプルな味わいのパスタを提供しておりま
す。4種類のソースをベースに、自然の滋味
をたっぷりと詰め込んだパスタは、心も身体
も元気にするおいしさです。また、オープン
カウンターを取り入れ、パスタを懸け橋にし
たコミュニケーションの1つのスタイルを実
現しております。

フードコロシアム
イタリアン、テックスメックス、エスニック、
そして和食など料理ジャンルの異なる様々な
ブースを設け、バリエーション豊かな世界各
国の本格的な味わいを、リゾート感溢れるラ
グジュアリー（贅沢）な空間でお楽しみいた
だいております。コロシアムの観覧席を思わ
せる店内席のほかテラス席もご用意し、総席
数550を誇るスケールです。

デカダンスドュ ショコラ
カカオ豆の産地や品種にこだわった最高級ク
ーベルチュールや、リキュールやナッツ、ド
ライフルーツなど厳選された素材を使用し、
ショコラ本来の苦味や酸味、コクを一粒一粒
に封じこめました。ボンボンショコラのほか
チョコレートケーキや焼き菓子のラインナッ
プも豊富に揃い、ご自宅用や贈り物に、また
店内でのティータイムにとご利用いただいて
おります。

レストランガイド

代官山 Phone（03））5489―0170
渋谷区鉢山町10―13

渋谷マークシティ Phone（03））5457―2260
渋谷区道玄坂1―12―3
渋谷マークシティイーストモール3Ｆ

Phone（098））860―1441
那覇市おもろまち4―1
DFSギャラリア沖縄 3F

成城 Phone（03）5490―7755
世田谷区成城6―14―5  2F

代々木上原 Phone（03）5790―6671
渋谷区上原1―25―6

あざみ野 Phone（045）905―2931
横浜市青葉区あざみ野2―1―1
東急あざみ野ビル1F

センター南 Phone（045）948―6111
横浜市都筑区茅ヶ崎中央6―30
VeLeV 1F

赤坂 Phone（03）3589―6600
港区赤坂2―13―1  ルーセント赤坂2F
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9

第28期 第29期 第30期 第31期
連結 単体 連結 単体 連結 単体 連結 単体 連結 単体

売上高 （百万円） 9,960 9,344 11,722 11,030 12,438 11,800 13,446 12,900 14,036 13,466

営業利益 （百万円） 539 529 757 775 779 788 443 458 407 397

経常利益 （百万円） 1,006 1,001 1,326 1,345 526 533 196 211 344 350

当期純利益 （百万円） 460 461 674 689 242 249 104 118 185 184

1株当たり当期純利益 （円） 78.38 78.48 115.57 118.03 34.61 35.63 14.92 17.00 26.54 26.45

1株当たり株主資本 （円） 898.51 908.40 1,016.20 1,013.14 870.54 875.54 866.36 888.62 884.78 910.38

総資産 （百万円） 10,824 10,824 12,214 12,149 13,417 13,409 11,989 12,108 12,830 12,974

株主資本 （百万円） 5,272 5,330 5,926 5,908 6,090 6,125 6,060 6,216 6,188 6,367

株主資本比率 （％） 48.7 49.2 48.5 48.6 45.4 45.7 50.5 51.3 48.2 49.1

株主資本当期純利益率（ROE）（％） 9.1 9.0 12.1 12.3 4.0 4.1 1.7 1.9 3.0 2.9

総資産当期純利益率（ROA） （％） 4.2 4.2 5.9 6.0 1.9 2.0 0.8 0.9 1.4 1.4

従業員数 （名） 140 129 199 188 235 219 261 245 324 305

第28期�第29期�第30期�第31期�第32期�

12,438

11,800

11,722

11,0309,960

9,344

13,446

12,900

14,036

13,466

売上高

■連結／■単体（単位：百万円）

第28期�第29期�第30期�第31期�第32期�

779

788757

775

539

529

443

458 407

397

第28期�第29期�第30期�第31期�第32期�

242

249

674

689

460

461

104

118

185

184

営業利益

■連結／■単体（単位：百万円）

当期純利益

■連結／■単体（単位：百万円）

第28期�第29期�第30期�第31期�第32期�

526

533

1,326

1,345

1,006

1,001

196

211

344

350

経常利益

■連結／■単体（単位：百万円）

第28期�第29期�第30期�第31期�第32期�

34.61

35.63

115.57

118.03

78.38

78.48

14.92

17.00

26.54

26.45

1株当たり当期純利益

■連結／■単体（単位：円）

第28期�第29期�第30期�第31期�第32期�

6,090

6,125

5,926

5,9085,272

5,330

6,060

6,216

6,188

6,367

第28期�第29期�第30期�第31期�第32期�

4.2 4.2

5.9 6.0

1.9

2.0

0.8

1.4 1.4
0.9

株主資本

■連結／■単体（単位：百万円）

総資産当期純利益率（ROA）

■連結／■単体（単位：％）

第28期�第29期�第30期�第31期�第32期�

9.1 9.0

12.1 12.3

4.0

4.1

1.7 1.9

2.9

3.0

株主資本当期純利益率（ROE）

■連結／■単体（単位：％）
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連結財務諸表

売上高 14,036,267 13,446,139
売上原価 12,690,962 12,175,918
売上総利益 1,345,304 1,270,220
販売費及び一般管理費 937,953 826,754
営業利益 407,351 443,465
営業外収益 51,130 74,522
営業外費用 113,568 321,605
経常利益 344,914 196,382
特別利益 7,066 42,126
特別損失 3,096 11,645
税金等調整前当期純利益 348,883 226,863
法人税、住民税及び事業税 178,379 156,489
法人税等調整額 △15,099 △34,003
当期純利益 185,603 104,377

（単位：千円）

連結貸借対照表
Consolidated Balance Sheets

資産の部
流動資産 3,518,026 3,618,950
固定資産 9,312,838 8,370,777
有形固定資産 7,624,051 6,879,847
無形固定資産 77,574 67,776
投資その他の資産 1,611,212 1,423,153
繰延資産 ― 52
資産合計 12,830,864 11,989,780
負債の部
流動負債 4,816,378 3,044,042
固定負債 1,826,258 2,885,348
負債合計 6,642,636 5,929,390
少数株主持分
少数株主持分 ― ―
資本の部
資本金 1,205,000 1,205,000
資本剰余金 1,860,000 1,860,000
利益剰余金 3,304,739 3,154,111
その他有価証券評価差額金 9,209 7,261
為替換算調整勘定 △104,158 △80,218
自己株式 △86,562 △85,765
資本合計 6,188,227 6,060,389
負債、少数株主持分及び資本合計 12,830,864 11,989,780

（単位：千円）

連結損益計算書
Consolidated Statements of Income

●連結貸借対照表　概要
流動資産35億18百万円（前期比1億円減）の主な内訳は、現金
及び預金26億6百万円であります。有形固定資産76億24百万円
（同7億44百万円増）の主な内訳は、建物及び構築物42億76百万
円、土地20億56百万円であります。投資その他の資産16億11百
万円（同1億88百万円増）の主な内訳は、出店に係る差入保証
金の15億22百万円であります。以上の結果、資産合計は128億
30百万円（同8億41百万円増）となりました。

負債合計は66億42百万円（前期比7億13百万円増）で、主に新
規出店に係る設備投資資金の借入の増加によるものです。
資本合計は61億88百万円（同1億27百万円増）で、株主資本比
率は48.2%となりました。

●連結損益計算書　概要
当連結会計年度における売上高は、既存店売上高前期比が
1.8％減であったものの、新規出店の寄与などにより前期比
4.4％増の140億36百万円となりました。

営業利益4億7百万円は前期比36百万円減ですが、これは主に新
規出店が下期に集中したことによる初期費用の支出と、労務費
の増加の影響によるものです。
経常利益3億44百万円は前期比1億48百万円増、当期純利益1億
85百万円は前期比81百万円増となり、前期よりも為替の影響が
少なかったことがそれらの要因として挙げられます。

当連結会計年度
（平成16年12月31日現在）

前連結会計年度
（平成15年12月31日現在）

科　　目

科　　目
当連結会計年度
自 平成16年 1月 1日（至 平成16年12月31日）

前連結会計年度
自 平成15年 1月 1日（至 平成15年12月31日）
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連結財務諸表

科　　目
当連結会計年度
自 平成16年 1月 1日（至 平成16年12月31日）

前連結会計年度
自 平成15年 1月 1日（至 平成15年12月31日）

科　　目
当連結会計年度
自 平成16年 1月 1日（至 平成16年12月31日）

前連結会計年度
自 平成15年 1月 1日（至 平成15年12月31日）

連結キャッシュ・フロー計算書
Consolidated Statements of Cash Flows

営業活動によるキャッシュ･フロー 1,040,319 1,276,971
投資活動によるキャッシュ･フロー △1,038,118 67,709
財務活動によるキャッシュ･フロー 66,382 △1,582,034
現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,545 △6,122
現金及び現金同等物の増減額 64,037 △243,476
現金及び現金同等物の期首残高 1,486,422 1,729,899
現金及び現金同等物の期末残高 1,550,459 1,486,422

（単位：千円）

連結剰余金計算書
Consolidated Statements of Retained Earnings

資本剰余金の部
資本剰余金期首残高 1,860,000 1,860,000
資本剰余金期末残高 1,860,000 1,860,000
利益剰余金の部
利益剰余金期首残高 3,154,111 3,084,714
利益剰余金増加高 185,603 104,377
当期純利益 185,603 104,377
利益剰余金減少高 34,976 34,979
配当金 34,976 34,979
利益剰余金期末残高 3,304,739 3,154,111

（単位：千円）

●連結キャッシュ・フロー計算書　概要
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比べ
2億36百万円減少となりました。これは主に、前連結会計年度
の法人税等の還付83百万円に加え、当連結会計年度における法
人税等の支払額が2億49百万円と、前連結会計年度と比べ1億38

百万円増加したことによるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比べ
11億5百万円減少となりました。これは主に、前連結会計年度
の有価証券の償還による収入11億79百万円が、当連結会計年度
発生していないことによるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比べ
16億48百万円増加となりました。これは主に、短期借入による
資金の調達が前連結会計年度に比べ15億13百万円増加したこと
によるものであります。

以上の結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物の増
加額は64百万円（前連結会計年度比3億7百万円増）となりまし
た。



C
o
r
p
o
r
a
t
e
 D

a
t
a

12
N

o
n
-C

o
n
s
o
l
id

a
t
e
d
 F

in
a
n
c
ia

l
 S

t
a
t
e
m
e
n
t
s

個別財務諸表 会社概要

当事業年度
（平成16年12月31日現在）

前事業年度
（平成15年12月31日現在）

科　　目

科　　目
当事業年度

自 平成16年 1月 1日（至 平成16年12月31日）
前事業年度

自 平成15年 1月 1日（至 平成15年12月31日）

貸借対照表
Non-Consolidated Balance Sheets

当事業年度
（取締役会決議日平成17年2月10日）

前事業年度
（株主総会承認日平成16年3月28日）

科　　目

利 益 処 分
Appropriation of Retained Earnings

損益計算書
Non-Consolidated Statements of Income

■ 商号 株式会社グローバルダイニング
GLOBAL―DINING,INC.

■ 本社住所 〒107―0062
東京都港区南青山七丁目1番5号

■ 主な事業内容 レストラン経営による飲食事業

■ 設立年月日 昭和48年10月5日

■ 資本金 12億500万円

■ 従業員数 305名
上記従業員には臨時従業員は含まれておりません。
なお、臨時従業員の平成16年12月における平均雇
用人員は、1,464名（8時間×20日を1人として換算）
であります。

■ 店舗数 56店舗

■ 子会社 グローバルダイニング,インク.オブ カリフォルニア
米国ロスアンジェルスにおいてレストラン2店舗の経
営を行っております。

■ 役員 取締役
取　　締　　役＊ 長谷川　耕　造

取　　締　　役＊ 新　川　義　弘

取　　締　　役※ 槇　原　　　純

取　　締　　役※ 浜　尾　　　泰

取　　締　　役※ 佐久間　利　章

（注）＊印を付した取締役は、執行役を兼務しています。
※印を付した取締役は、商法第188条第2項第7号
ノ2に定める資格要件を満たす社外取締役です。

執行役
代表執行役社長 長谷川　耕　造

執　　行　　役 新　川　義　弘

（平成16年12月31日現在）

資産の部
流動資産 3,374,514 3,565,414
固定資産 9,599,775 8,542,644
繰延資産 ― 52
資産合計 12,974,290 12,108,111
負債の部
流動負債 4,782,076 3,009,025
固定負債 1,824,951 2,882,998
負債合計 6,607,028 5,892,024
資本の部
資本金 1,205,000 1,205,000
資本剰余金 1,860,000 1,860,000
利益剰余金 3,379,614 3,229,591
その他有価証券評価差額金 9,209 7,261
自己株式 △86,562 △85,765
資本合計 6,367,261 6,216,087
負債及び資本合計 12,974,290 12,108,111

（単位：千円）

売上高 13,466,452 12,900,137
売上原価 12,178,797 11,661,403
売上総利益 1,287,655 1,238,734
販売費及び一般管理費 890,086 779,808
営業利益 397,569 458,925
営業外収益 52,864 72,093
営業外費用 99,929 319,079
経常利益 350,504 211,939
特別利益 7,066 42,126
特別損失 2,829 11,645
税引前当期純利益 354,741 242,420
法人税、住民税及び事業税 174,836 156,296
法人税等調整額 △5,095 △32,824
当期純利益 184,999 118,948
前期繰越利益 85,900 101,928
当期未処分利益 270,900 220,877

（単位：千円）

当期未処分利益 270,900 220,877
これを下記のとおり処分いたします。
配当金（1株につき5円） 34,970 34,976
任意積立金
別途積立金 100,000 100,000
次期繰越利益 135,930 85,900

（単位：千円）
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（平成16年12月31日現在）

■ 所有者別の株式数と株主数■会社が発行する株式の総数 ……………………… 16,896,000株

■発行済株式の総数 ……………………………………… 7,056,000株

■株主数 ………………………………………………………… 2,919名

■ 大株主

株主名 持株数（千株） 持株比率（％）

長谷川　耕造 3,352 47.51

有限会社スペースラブ 792 11.22

ハセガワインターナショナルトレイドカンパニー 626 8.88

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 202 2.87

野村信託銀行株式会社（投信口） 150 2.13

西原　吉柱 104 1.48

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 52 0.75

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口4） 45 0.64

斉藤　文男 44 0.63

シーエムビーエル・エスエーリ・ミューチャルファンド 33 0.48

■ 株価推移

所有者別株式数�
7,056,000株�

所有者別株主数�
2,919名�

820,620株�
（11.6％）�

736,560株�
（10.4％）�

14,340株�
（0.2％）�

505,000株�
（7.2％）�

個人個人そそのの他他��

金融機関金融機関��

証券会社証券会社��

外国法人等外国法人等��

そそのの他他のの法人法人��

1010名名（（0.370.37％％））��

88名名（（0.290.29％％））��

2626名名（（0.950.95％％））��

2424名名��
（（0.880.88％）％）��

個人その他�

金融機関�

証券会社�

外国法人等�

その他の法人�

4,979,480株�
（70.6％）�

2,854名�
（97.8％）�

10名（0.3％）�

7名（0.2％）�

24名（0.8％）�

24名�
（0.8％）�

0

750

250

500

1,000

750,000

600,000

0

150,000

300,000

450,000

0

750

250

500

1,000

750,000

600,000

0

150,000

300,000

450,000

出来高（株）�

株価（円）�

H15/7 H16/1 H16/6 H16/12

（注）当社は自己株式61,910株を保有しておりますが、当該株式には議決権がないため上記
大株主から除外しております。



株主メモ

In
f
o
r
m
a
t
io

n
 F

o
r
 S

h
a
r
e
h
o
l
d
e
r
s

14

株主様へのお知らせ

■ 株主優待制度のお知らせ

グローバルダイニングでは株主様の日頃のご愛顧に感謝を込めて、
株主優待制度を設けております。
この優待制度は、事業活動に触れていただく機会をご提供すること
で株主の皆様にグローバルダイニングをよりご理解いただくことを
目指したものでございます。
今後とも、皆様との対話を通じた親密な関係を築いてまいりたいと
考えておりますので、ご支援よろしくお願い申し上げます。

①対象株主
毎年12月末及び6月末日現在の株主名簿及び実質株主名簿に
記載又は記録された株主様を対象とします。

②贈呈基準
500株以上所有の株主様に対し、15％割引の株主優待証を1枚
贈呈いたします。

③利用方法
当社直営店舗の店頭において飲食利用の際、株主優待証と身分
証明証の提示により、飲食代金の15％を割引いたします。同伴
者も一括払いにて同様の扱いとします（回数制限無し）。
ただし、ランチメニューと貸切パーティーは除きます。

④有効期間
12月31日基準の株主
翌年4月1日から同年9月30日までの6ヵ月間有効
6月30日基準の株主
10月1日から翌年3月31日までの6ヵ月間有効

※平成17年3月下旬発送予定です。

株主優待証に関するお問合せ
株式会社グローバルダイニング　総務
TEL：03―5469―3223
E-mail：stock@global-dining.co.jp

■ 決算期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
12月31日

■ 定時株主総会
毎決算期の翌日から3ヵ月以内

■ 利益配当金受領株主確定日
12月31日

■ 中間配当金受領株主確定日
6月30日

■ 名義書換代理人
大阪市中央区北浜四丁目5番33号　
住友信託銀行株式会社

■ 同事務取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目4番4号　
住友信託銀行株式会社 証券代行部

■ 郵便物送付先電話照会先
〒183―8701 東京都府中市日鋼町1番10
住友信託銀行株式会社 証券代行部　
（住所変更等用紙のご請求） 0120―175―417
（その他のご照会） 0120―176―417

■ インターネットホームページURL
http://www.sumitomotrust.co.jp/STA/retail/service/daiko/index.html

■ 同取次所　
住友信託銀行株式会社　本店及び全国各支店

■ 1単元の株式数
100株

■ 公告掲載新聞
日本経済新聞

■ 貸借対照表及び損益計算書のホームページアドレス
http://www.global-dining.com/

株 主 優 待 証

有効期間
：平成1

7年4月
1日から

平成17年9
月30日ま

で

株主優待
制度のお

知らせ

グローバ
ルダイニ

ングでは
株主様の

日頃のご
愛顧に感

謝を込め
て、株主

優待制度
を設けて

おります
。

この優待
制度は、

事業活動
に触れて

いただく
機会をご

提供する
ことで株

主の皆様
にグロー

バルダイ
ニングを

よりご理
解いただ

くことを
目指した

ものでご
ざいます

。

今後とも
、皆様と

の対話を
通じた親

密な関係
を築いて

まいりた
いと考え

ておりま
すので、

ご支援よ
ろしくお

願い申し
上げます

。

株式会社
グローバ

ルダイニ
ング

代表執行
役社長　

　長谷川
耕造

今後の見通しに関する注意事項
本誌の記載内容のうち、当社の将来に関する見通し及び計画など
の歴史的事実でないものについては将来予測であり、現在入手可
能な情報から得られた会社の判断に基づいています。これらの将
来予測には、リスクや不確定な要素が含まれており、実際の成果
や業績などは、記載の見通しとは大きく異なる可能性があります。



株式会社グローバルダイニング
〒107―0062 東京都港区南青山七丁目1番5号
Phone：（03）5469―3223   Fax：（03）3407―0779

ホームページアドレス：http://www.global-dining.com/

http://www.global-dining.com/ http://www.decadence.jp/
Decadence du Chocolatのホームページでは、オ
ンラインショッピングを楽しめるほか、店内商品の情
報や最新ニュースなどDecadence du Chocolatの
旬な情報が満載です。ぜひ、ご利用ください。

グローバルダイニングのホームページでは、レストラン情報をはじめ
とする企業活動全般の新鮮な情報をご用意しております。
特に株主・投資家の皆様向けの情報として、毎月の売上動向を翌月の
平日2日目を目処にホームページに掲載しているほか、決算発表資料
等は適時掲載しておりますので、ぜひご覧ください。

Internet Website Information
ホームページのご案内

レストラン紹介

トップページ

IR情報

トップページ

ショッピングページ


