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株式会社グローバルダイニング

証券コード：7625第37期　ご報告　（2009年1月1日から2009年12月31日まで）

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
のご支援とご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

業務のご報告

当連結会計年度は、売上高150億97百万円（前年同期比 8 .3%減）、営業利益1億7

百万円（同60.9%減）、経常利益1億94百万円（前年同期は1億5百万円の経常損失）、
当期純損失5億8百万円（前年同期は8億97百万円の当期純損失）となりました。
　国内経済はたいへん厳しい環境のまま推移し、消費者の節約志向が高まるなど、外食
業界においても依然として困難な状況が続いております。こうした中、当社グループは、
厳しい経営環境下でも持続的な収益成長を可能とする事業基盤を確立するため、グルー
プの成長を支える優秀な人材の登用、教育システムの整備、不振店・新規店の業績向上、
価格の見直し、メニューの改善、徹底したコスト削減など、積極的な施策を展開しました。
海外では、6月にマカオで「フードコロシアム マカオ」を、12月に米国カリフォルニア州
で米国4店舗目となる「権八 都ホテルトーランス」をオープンしております。当連結会計
年度末の総店舗数は国内外68店舗となりました。
　なお、当期の期末配当につきましては、誠に不本意ながら無配とさせていただきます。
株主の皆様には、心よりお詫び申し上げます。今後も厳しい事業環境が予想されますが、
次期には十分な収益を確保し、早期の復配を目指してまいります。

業績予想

平成22年12月期の見通しについては、売上高141億76百万円、営業利益1億95百万円、
経常利益1億51百万円、当期純利益51百万円と、黒字化を見込んでおります。
　当社グループは、創業当時からの目標である「世界に通用する企業」を目指し、飽くな
き進化を継続してまいります。皆様には引き続きご支援・ご鞭撻を賜りますよう、何卒よ
ろしくお願い申し上げます。

2010年3月
代表取締役社長　長谷川　耕造

株主の皆様へ

コンセプト別売上高構成比率　（　）内は店舗数

150.9
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その他
4.6%
（5）

権八
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To Our Shareholders
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連結売上高／店舗数

（億円）

連結営業利益

（億円）

連結当期純利益／1株当たり純利益

（億円） （円）

総資産／純資産／1株当たり純資産

（億円） （円）

 連結売上高　  店舗数

● 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。

 連結当期純利益　  1株当たり純利益  総資産　  純資産　  1株当たり純資産

企業理念̶Corporate philosophy̶

品質と革新性、、創造性で常に最先端を走る
上記3つの実現のために、品質と革新性、創造性の3つで
常に最先端を走る。（今を否定できる集団になる。）

社員への責任
社員が自己価値能力を高めつつ、

より充実した人生を家族とともに築くために、
最高の場と支援を提供する。

お客様と社会への責任
お客様へ常に感動的な商品と

サービスを提供し、
社会から必要とされる。

株主様への責任
長期的成長を達成し、

株主価値を向上させていく。

無限の可能性にチャレンジして
人生を楽しく生きる!



トピックス レストランガイド

ラ・ボエム

ゼスト キャンティーナ

権八

デカダンス ドュ ショコラ

デカダンス ドュ ショコラ“トゥレジュール”

フードコロシアム

西麻布 （03）3407-1363
代官山 （03）3476 - 4799
南青山 （03）3499 -3377
世田谷 （03）5486 -3700
渋谷 （03）3477- 0481
六本木 （03）3478- 0222
表参道 （03）5467-5666
白金 （03）3442- 4060

西麻布 （03）3400 -2235
世田谷 （03）5486 - 0321
飯倉 （03）5570 -6999
渋谷 （03）5489 -3332
恵比寿 （03）5475-6291
お台場 （03）3599 - 4803
G-Zone 銀座 （03）5524 -3621
広尾 （03）6277-3536

お台場  （03）3599 - 4807
西麻布  串・蕎麦 1F・2F （03）5771- 0170
 寿司 3F（03）5771- 0180
渋谷  串・蕎麦 （03）5784 -2011

寿司 （03）5784 -3772
G-Zone 串・蕎麦 （03）5524 -3641
  銀座 寿司 （03）5524 -3626
天神  串・蕎麦 5F・6F （092）737-2662
 鉄板 7F （092）737-2666
あざみ野 蕎麦・天ぷら 1F （045）905-2931
 炭焼き 2F （045）905-2933
桜新町  炭焼き （03）5451-3300

沖縄 （098）860 -1441
南町田 グランベリーモール （042）788 -3811
那須ガーデンアウトレット （0287）67-2130

ヨーロッパをイメージ
させる優美な空間で
本格的なパスタ料理を

イタリア語で「品質」の
意味を持つクアリタ。

より高品質のイタリアンを

アメリカ南西部の酒場を
思わせる空間で

テックスメックス料理を

和の空間で
本格的手打ち蕎麦と備長炭で焼く

風味豊かな炭焼きを

世界各国の味を
一堂に集結した

ラグジュアリーフードコート

イタリア料理

メキシコアメリカ料理

日本料理

チョコレート専門店

フードコート

全面禁煙開始のお知らせ
2010年3月1日より、全レストランの全面禁煙を開始しま
した。
　これまでも禁煙への取り組みは行ってきましたが、一部
では空間分煙、時間分煙が含まれた状況でした。2010年2
月25日の厚生労働省の『公共の場は原則全面禁煙』という
通知を契機に、改めて取り組んでまいります。
　未だ飲食業界では全面禁煙は難しいとされていますが、
禁煙法を早くから施行しているアメリカやイギリスを模範と
し、受動喫煙による危険性を回避するとともに、お客様の
健康を第一に考え、健康増進法25条を推進します。
　厳しい景気状況下ではございますが、安全な環境と、安
全なお食事、心温まるサービスを追求し、お客様にとって心
地良い一番のレストランを目指します。

お店からのご案内
2009年8月から一部店舗で300円&480円の小皿料理
「タパス」メニューと、2,450円均一ボトルワインの販売、
さらには惣菜・サラダバーの導入をスタートしました。
　これらの施策を当社で開始した背景には、100年に一度
といわれている一昨年秋からの大不況が大きく影響してい
ます。この不景気は、確実にお客様の消費意欲、特に外食
にまつわるものを減少傾向に導いています。
　このような中、お客様に足を運んでいただくためには、た
だ待っているだけではなく、当社の店舗を選んでいただくた
めのきっかけ作りを積極的に打ち出していく必要がありま
す。その取り組みが惣菜・サラダバーやタパスの導入でした。
　しかし、安いメニューを提供しただけでは、競合他社と横
並びで、お客様には喜ばれませんし、再来店にもつながりま
せん。ここでもっとも大事なのは、当社らしい「おもてなし」
の精神で最高の品質とサーヴィスをご提供することであり、
これがあって初めて他社との
差別化になると考えています。
　私たちは「お客様喜ばせ
業」です。一層の品質とサー
ヴィスの向上に努めていき
ます。
　今後とも応援お願いい
たします。

渋谷マークシティ （03）5457-2260

Echika池袋 （03）5956 -2962

Topics

メニューの一例（ラ・ボエム）



▶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
総務管理グループ　TEL：03-5469-3223
E-mail：stock@global-dining.com

モンスーンカフェ

株主優待制度のご案内
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。

アンケートにお答えください

西麻布 （03）5467-5221
代官山（03）5489 -3789
渋谷 （03）5489 -1611
南青山 （03）3400 -7200
お台場 （03）3599 - 4805
舞浜イクスピアリ （047）305-7330
たまプラーザ （045）905-5155
恵比寿 （03）5789 -3811
麻布十番 （03）5775-6900
G-Zone 銀座 （03）5524 -3631
自由が丘 （03）5726 -1366
茶屋町 （06）6292- 0010
ららぽーと TOKYO-BAY （047）421-7311

ラクーア （03）6661-3544 Echika表参道 （03）5410 -3110
Echika池袋 （03）5956 -2962

南国リゾートを思わせる空間
で厳選された

ヘルシーエスニックを

世界各国の味を巧みにブレンドした
グローバルキュイジーヌ

素材にこだわった
インターナショナルキュイジーヌ

ジャズの生演奏とキューバ産の葉巻。
大人のためのラウンジ

劇場がテーマの
臨場感あふれる空間。

エクレクティックキュイジーヌ

新鮮な素材と
手作りにこだわった
プレミアムバーガー

アジア料理

ディナーレストラン

タブローズ ラウンジ（代官山） 
（03）5489 -2202

レガート（渋谷）
（03）5784 -2121

タブローズ （代官山）
（03）5489 -2201

ステラート（白金台）
（03）3442-5588

Restaurant Guide 

表参道シュークリング

毎年12月末日及び6月末日
現在で、500株以上ご所有
の株主様に、15%割引の株
主優待証を1枚贈呈いたしま
す。ご利用方法は裏面のご
利用要領でご確認ください。
※2010年3月下旬発送予定です。

「グローバルダイニング ビジネスレポート」をお読みいただき、あ
りがとうございました。
　皆様とのコミュニケーションを深めるため、アンケートを実施いた
します。株主の皆様からいただいた貴重なご意見を今後の企業活動
の参考にさせていただきたいと存じます。
　下記の質問にご回答のうえ、点線部分を切り取って、ポストにご
投函ください。ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

＊お手数ですが、4月30日までにご投函くださいますようお願い申し上げます。

銀座 （03）3572-5005
北青山 （03）5766 -1666
港北 （045）914 -2800
お台場 （03）3599 - 4801
恵比寿 （03）5475-5800
新宿御苑 （03）5366 -2242
G-Zone 銀座 （03）5524 -3616
麻布十番 （03）6400 -3060

骨董通り （03）6418- 4242
自由が丘 （03）5731-5050
元町中華街 （045）227-7123
茶屋町 （06）6292-1555
桜新町 （03）5426 - 0922
クアリタ渋谷 （03）5728-6388
クアリタ天神 （092）737-2601

アンケート
Q1.  当社の IR活動に望まれることをお選びください。 

（複数回答可）
□ホームページの充実 □株主総会の充実
□事業報告書の充実 □会社説明会の開催
□ IR情報メールの充実 □メディアを通じた IR活動
□その他（ ）

Q2.  当社の今後の戦略として必要と思われるものを 
お選びください。（複数回答可）

□メニュー改善 □価格変更（値上げ・値下げ）　 
□新ブランド展開 □店舗展開（拡大・縮小） 
□広告の強化 □社員教育　　□会員制度
□その他（ ）

Q3.  当社店舗のご利用状況についてお選びください。
□毎月数回以上　□月に1回程度　□2～3ヵ月に1回程度
□半年に1回程度　□年に1回程度　□一度もない

Q4.  飲食店を探すときに参考にする方法をお選びください。 
（当社店舗以外 複数回答可）

□ グルメ検索サイト 
（ぐるなび・食べログ・ホットペッパー・その他 ）
□雑誌　□テレビ　□CM　□公式HP　□ブログ・その他HP
□クチコミ　□その他（ ）

Q5.  その他、当社・店舗に対するご意見・ご要望などを 
お書きください。

（ ）

ゼストプレミアムバーガー

< >



  

会社概要／株式情報／株主メモ （2009年12月31日現在） 

■ 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 1973年10月5日
■ 資本金 14億7,211万円
■ 従業員数 268名
  上記従業員数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2009年12月における平均雇用人員は、1,318名（8時間×20日
を1名として換算）であります。

■ 店舗数 63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4店舗の経営を行っております。

 グローバルダイニング　マカオ リミテッド
 中華人民共和国マカオ特別行政区においてフードコロシアム マカオを  
 運営しております。

■ 役員

■ 発行可能株式総数　16,896,000株
■ 発行済株式の総数　10,052,600株
■ 株主数　3,818名
■ 大株主

取締役
代表取締役 長谷川　耕造
取締役 河村　征治
取締役 添田　裕一郎
取締役＊ 諸江　幸祐
取締役＊ デービット・リーブレック

（注） ＊ 印を付した取締役は、社外取締役であります。
 ※ 印を付した監査役は、社外監査役であります。

  
●事業年度 毎年1月1日から12月31日まで
●定時株主総会 毎年3月開催
●基準日 定時株主総会 毎年12月31日
 期末配当金 毎年12月31日
 中間配当金 毎年 6月30日
 そのほか必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日

●株主名簿管理人及び特別口座の口座管理機関
 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
●株主名簿管理人事務取扱場所
 東京都中央区八重洲二丁目3番1号　
 住友信託銀行株式会社　証券代行部
　（郵便物送付先）  〒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
　（電話照会先）  　    0120 -176 - 417
　（ホームページURL） http://www.sumitomotrust.co.jp/STA/
  retail/service/daiko/index.html
●公告の方法 電子公告の方法により行います。
  ただし、電子公告によることができない事故その他のやむ

を得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して
公告します。

●公告掲載URL http://www.global-dining.com/
●上場証券取引所 東京証券取引所
●単元株式数 100株

株式に関する住所変更等のお届出及びご照会について
証券会社に口座を開設されている株主様は、住所変更等のお届出及びご照会
は、口座のある証券会社宛にお願いいたします。証券会社に口座を開設され
ていない株主様は、上記の電話照会先にご連絡ください。
特別口座について
株券電子化前に「ほふり」（株式会社証券保管振替機構）を利用されていなか
った株主様には、株主名簿管理人である上記の住友信託銀行株式会社に口座
（特別口座といいます。）を開設いたしました。特別口座についてのご照会及び
住所変更等のお届出は、上記の電話照会先にお願いいたします。

ホームページのご案内
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、決算発表資料等を適時掲載
しております。
http://www.global-dining.com/
● ウェディング&パーティーサロン
http://wedding-party.global-dining.com/
● デカダンス ドュ ショコラ
http://www.decadence.jp/

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

株主名 持株数（千株）　 持株比率（%）
長谷川　耕造 6 ,293 62.61
有限会社スペースラブ 792 7.88
ハセガワインターナショナルトレイドカンパニー 626 6.23
グローバルダイニング従業員持株会 46 0.46
斉藤　文男 44 0.44

■ 所有者別の株式数と株主数
■ 個人その他　■ 証券会社　■ 外国法人等　■ その他の法人　■ 自己名義株式

所有者別株式数
10,052,600株

所有者別株主数
3,818名

Corporate Data & Stock Information

株 主 メ モ
監査役
監査役（常勤） 若畑　博
監査役※ 中森　真紀子
監査役※ 村上　康聡

84.59%

0.15%
6.80%

8.38%

0.50%

0.08%

0.68%
0.03%

98.55%

0.24%

差出有効期間
平成23年5月
21日まで

（切手不要）

料金受取人払郵便

東京都港区南青山7-1-5
コラム南青山

株式会社グローバルダイニング
総務管理グループ　行

年代
□ 20代以下　□ 30代　□ 40代
□ 50代　□ 60代　□ 70代以上

性別
□ 男
□ 女

職業

□ 会社役員　□ 会社員　□ 公務員・団体職員　
□ 自営業　□ 専門職（医師・弁護士等）　□ 専業主婦
□ 無職・年金
その他（ ）

お住まいの
地域

□ 北海道　□ 東北　□ 関東　□ 北陸　□ 中部　
□ 近畿　　□ 中国　□ 四国　□ 九州・沖縄

差し支えなければ株主番号をご記入下さい。

株主番号

1 0 7 0 0 6 2
赤坂支店承認

7257


