
　グローバルダイニングでは株主様へ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。 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。

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
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

株主名簿管理人事務取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部 

〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

フリーダイヤル　0120-782-031  

http://www.smtb.jp/personal/agency/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
１単元の株式数 100株 

郵便物送付先

株式会社グローバルダイニング　総務管理
Tel: 03-5469-3223
E-mail: stock@global-dining.com 

株主優待証に関するお問合せ

電話照会先

ホームページURL

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　Tel：（03）5469-3223　Fax：（03）3407-0779

※3月下旬・9月下旬発送予定

株主メモ株主優待制度のご案内

最新情報配信中！！

　当社はレストランやショップの最新情報をホームページや
Facebook、メールマガジン上で随時配信しております。
HPよりご登録をお願いいたします。

本件につきましては、グローバルダイニング　広報まで
お気軽にお問い合わせ下さい。
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株主の皆様へ

To Our Shareholders

代表取締役社長

長谷川　耕造

Topics

　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41期（2013年1月1日から2013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。
　まず2013年の業績についてご報告申し上げます。
　2013年は実に４期ぶりに営業利益170百万円を達成する
ことができました。
　国内は259百万円の営業利益で、これまで行ってまいりまし
た収益性改善の施策が実を結んだものと考えております。
　しかしながら、中間期に修正いたしました予想を下期に
下回ってしまい、平成26年2月10日付「業績予想の修正」の
通り下方修正となってしまいましたことをお詫び申し上げます。
　米国子会社であるグローバルダイニング，インク. オブカリフォ
ルニア（以下「GDC」といいます）については、全体では前年の
マイナス13.6％で、844千ドルの営業赤字となってしまいました。
　GDCは依然として厳しい状況が続いております。
　マネジメントチームは強化されつつありますが、今後も収益

トピックス
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2013年12月期通期を振り返って

2014年の取り組み

向上に向けての改善を行ってまいります。
　また新規事業の権八の海外フランチャイズ事業
が香港にてスタートいたしました。
　開店後も現地に指導に行くなど、香港に愛され
る店舗を目指しております。

 

　2013年下期の大きなチャレンジであった「既存
店の売上げをどこまで伸ばせるか」という課題は、
2014年に持ち越しということになりましたが、
黒字を出すためのディフェンスの形は整いました。
　2014年4月には消費税増税もあり、個人消費
抑制による消費動向の低迷などが予想されます。
　これまで以上の品質とサーヴィスの向上及び
差別化が必須であり、そのためのシステム構築に
今後も取り組んでいきます。
　まずは採用と教育が最重要と考え、優秀な人材を
集めるための採用基準の見直し等を行ってまいります。
　また、これまで外部業者が行ってきたイベントを
内製化するなど、現在いくつかのチャレンジをス
タートさせております。
　産直・ブティック食材購入など購買力の強化、
サーヴィスの向上のために社内の実技競技会は
今後も継続して行ってまいります。
　どこよりもお客様に愛される品質・サーヴィス・
環境を提供できるよう、更なるステップアップを目
指し、少しでも多くの最終利益を上げることが今期
の目標でございます。
　株主の皆様におかれましては、当社にある可能
性に是非賭けてみてください。
　今後ともご支援を賜りますようお願い申し上げます。

『Décadence du Chocolat 銀座』Grand Open
新店続 ！々！2014春には新たにモンスーンカフェ北青山をオープン予定

　当社は2014年4月より厚生労働省の
提唱する「健康寿命をのばそう！

『Smart Life Project』」に参画してまいり
ましたが、この度第2回アワードの企業部
門にて優良賞を受賞いたしました。飲食業

界では全席禁煙は難しいとされてきましたが、禁煙法を早くから施行している欧
米先進国を模範とし、お客様と従業員の健康を第一に考え、業界内ではいち早く
全席禁煙に取り組んでまいりました。また、食材の産地や調理法も健康を意識し
ヘルシーで美味しい料理を目指して日々商品開発を行っております。
　今後も引き続き取り組んでまいりますのでご理解・ご協力のほどよろしくお願い
いたします。

　2013年のLB７（エルビーセブン）、LB８（エルビーエイト）、権八香港のオープン
に続き、2014年2月1日には銀座1丁目に「デカダンス ドュ ショコラ銀座」オープン
いたしました。
　カフェ ラ・ボエム G-zone銀座の一部をリニューアルした店内は、白い洞窟の
ような流動的な既存空間を活かして開放感溢れる印象に仕上げました。中央通
りに面した窓際にはコールドストーンを設置し、 季節の商品が色とりどりにディ
スプレイされ、ショーケースには手作りされたこだわりのショコラや、色鮮やかな
マカロンが並び、銀座の街を行き交うお客様の目をも引く店舗です。
　店内では人気・定番商品のバレンシアやチョコボックス、ボンボンショコラなど
の販売を行い、素材から徹底的にこだわり、最高級のクーベルチュールをリキュー
ルやナッツ、 ドライフルーツと組み合わせたヴァリエーション豊かなラインナップを
お楽しみいただけます。
　また、2014年春には新たにモンスーンカフェ北青山をオープンする予定です。
　「モンスーンカフェ」は1993年に誕生して以来、タイ・ベトナム・マレーシアと
いったアジア各国料理を、オリエンタルな空間で楽しむレストランとして21年間
の歴史を刻んでまいりました。今後の展開に是非ご期待下さい。

Global-Dining 40th Anniversary Dinner開催
　おかげさまでグローバルダイニングは
2013年10月5日に創業40周年を迎えま
した。
2013年11月29日には『Global-Dining 
40th Anniversary Dinner』をタブローズ
代官山にて開催いたしました。世界最高峰
のワインである”DRC Romanée-conti”を
はじめとしたマリアージュを楽しんでいた
だく特別な一夜となりました。入手困難な
ワインとともに、嘉藤シェフによる繊細かつ
モダンなインターナショナルキュイジーヌ
と当社自慢のドライエイジングビーフをご堪
能いただき、40周年にふさわしいディナー
の開催となりました。今後も当社の理念で
ある「健康と喜びを社会に提供することを
使命」とし、お客様に感動していただけるレ
ストラン作りを目指してまいります。

厚生労働省提唱　
健康寿命を延ばそうプロジェクト　アワード受賞！  
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連結財務諸表連結財務ハイライト

（単位：百万円） （単位：百万円）

（単位：百万円）

109.32
億円

資産の部
 流動資産
 固定資産
 有形固定資産

 無形固定資産

 投資その他の資産

資産合計

負債の部
 流動負債
 固定負債
負債合計

純資産の部
 資本金

 資本剰余金

 利益剰余金

 為替換算調整勘定

 その他

純資産合計
負債・純資産合計

ポイント解説 　　

１． 売上高は店舗閉鎖の影響等で減少した（単体:△8.3％　連結:△7.5％）
２． 営業利益・経常利益は4期ぶり、当期純利益は７期ぶりに黒字へ好転
３． 店舗閉鎖及び収益性の低下により減損損失203百万円を特別損失として計上
4． 固定資産売却益321百万円を特別利益として計上

1,901
6,317
4,869

8

1,439

8,219

1,407
2,393
3,801

1,472

2,127

1,055

△242

5 

4,418
8,219

1,244
7,116
5,501

24

1,589

8,360

1,942
2,603
4,546

1,472

2,127

669

△455

0 

3,813
8,360

連結貸借対照表

科　目 当連結会計年度
（平成25年12月31日現在）

前連結会計年度
（平成24年12月31日現在）

営業活動による
キャッシュ・フロー
投資活動による
キャッシュ・フロー
財務活動による
キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物に
係る換算差額
現金及び現金同等物の
増減額
現金及び現金同等物の
期首残高
現金及び現金同等物の
期末残高

連結キャッシュ・フロー計算書

科　目

売上高
営業利益（△損失）
経常利益（△損失）
当期純利益（△純損失）

321

736

△388

38

707

513

1,220

227

△29

△111

△1

85

428

513

10,932
170
234
385

11,813
△53
△35

△191

連結損益計算書

科　目
当連結会計年度

（自 平成25年1月1日）
（至 平成25年12月31日）

前連結会計年度
（自 平成24年1月1日）
（至 平成24年12月31日）

当連結会計年度
（自 平成25年1月1日）
（至 平成25年12月31日）

前連結会計年度
（自 平成24年1月1日）
（至 平成24年12月31日）

店舗数

売上高

営業利益（△損失）

経常利益（△損失）

当期純利益（△純損失）

１株当たり当期純利益（△純損失）

１株当たり純資産

総資産

純資産

自己資本比率

自己資本当期純利益率（ROE）

総資産経常利益率（ROA）

68

15,097

107

194

△508

△52.98

514.89

10,192

5,201

50.7

△9.7

1.8

64

13,746

△72

△125

△672

△66.98

430.52

8,715

4,376

49.6

△14.2

△1.3

2009年 2010年 2011年

63

11,922

△143

△168

△391

△38.96

385.88

8,090

3,880

47.9

△9.5

△2.0

2012年

57

11,813

△53

△35

△191

△19.07

379.04

8,360

3,813

45.5

△5.0

△0.4

2013年

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（円）

（円）

（百万円）

（百万円）
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連結財務諸表連結財務ハイライト
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ポイント解説 　　
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２． 営業利益・経常利益は4期ぶり、当期純利益は７期ぶりに黒字へ好転
３． 店舗閉鎖及び収益性の低下により減損損失203百万円を特別損失として計上
4． 固定資産売却益321百万円を特別利益として計上
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Guide
主な事業内容

設立年月日

資本金

商号

本社住所

従業員数

店舗数

子会社

株式会社グローバルダイニング
GLOBAL-DINING, INC.

〒107-0062
東京都港区南青山七丁目１番５号

レストラン経営による飲食事業

1973年10月5日

1,472,118,400円

52店舗

代表取締役社長 長谷川　耕造
取締役 山下　優子
取締役 小林　庸麿
取締役 西　マイケル
取締役＊ デービット・リーブレック

監査役（常勤） 若畑　博
監査役※ 村上　康聡
監査役※ 澤　健介

＊を付した取締役は、社外取締役です。
※を付した監査役は、社外監査役です。

取締役

監査役

長谷川　耕造
有限会社スペースラブ
ハセガワインターナショナル
トレイドカンパニー
株式会社古舘篤臣綜合事務所
野村證券株式会社

6,293
792

626

67
44

62.60
7.87

6.23

0.66
0.44

個人その他
その他の法人
外国法人等
金融機関
自己名義株式

グローバルダイニング, インク. オブ カリフォルニア

243名
左記従業員数には臨時従業員数は含まれておりません。
なお、臨時従業員の平成25年12月における平均雇用人員は、
905名（8時間×20日を1人として換算）です。

米国ロスアンジェルスにおいてレストラン3店舗の運営を行っております。

役員

株主名 持株数（千株） 持株比率（％）

82.50
8.74
6.99
0.25
0.08

98.06
0.66
0.69
0.02
0.02

株式数（％） 株主数（％）

大株主 所有者別の株式数と株主数

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
3,610名

Corporate Data

Stock Information

Restaurant 
Guide

私たちは健康と喜びを社会に提供することを使命とし、
無限の可能性にチャレンジをして人生を楽しく生きる！

を企業理念としています。

品質と革新性、創造性で常に最先端を走る

お客様と社会への責任
お客様へ常に感動的な商品と
サーヴィスを提供し、
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。

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。

上記3つの実現のため、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。）

レストランガイド

Corporate philosophyCorporate philosophy

会社概要 平成25年12月末日

株式情報 平成25年12月末日
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渋谷
渋谷区宇田川町20-11 渋谷三葉ビルB1,B2
03-5728-6388
天神
福岡県福岡市中央区天神2-3-24 天神ルーチェ6F
092-737-2601
※7FはQualita Loungeとして営業中

世田谷
世田谷区池尻1-9-11 メゾン・ド・ソレーユ1F・B1
03-5486-3700
渋谷
渋谷区神南1-6-8 神南カンパリビル3F
03-3477-0481
表参道
渋谷区神宮前5-8-5 ジュビリープラザビルB1
03-5467-5666
白金
港区白金台4-19-17 1F・2F
03-3442-4060
銀座
中央区銀座6-4-1 東海堂銀座ビルB１
03-3572-5005
北青山
港区北青山3-6-25 AOYAMA3625 1F・2F
03-5766-1666
お台場
港区台場1-7-1 メディアージュ4F
03-3599-4801
恵比寿
渋谷区広尾1-3-1 ハギワラビルB1
03-5475-5800

新宿御苑
新宿区新宿1-1-7 コスモ新宿御苑ビル1.2Ｆ
03-5366-2242
G-Zone銀座
中央区銀座1-2-3 G-Zone銀座
03-5524-3616
麻布十番
港区麻布十番2-3-7
グリーンコート麻布十番1F・2F
03-6400-3060
自由が丘
目黒区自由が丘1-4-8　1.2Ｆ
03-5731-5050
茶屋町
大阪府大阪市北区茶屋町15－22
アーバンテラス茶屋町A棟3F
06-6292-1555
元町中華街
神奈川県横浜市中区山下町61番地1
山下ビルＢ1
045-227-7123
桜新町
世田谷区桜新町2-9-2 TNKビル1Ｆ
03-5426-0922

代官山
渋谷区鉢山町15-4
03-5489-3789
渋谷
渋谷区神南1-6-8 神南カンパリビル4F
03-5489-1611
お台場
港区台場1-7-1 メディアージュ4F
03-3599-4805
舞浜
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
047-305-7330
たまプラーザ
神奈川県横浜市青葉区美しが丘5-2-15
045-905-5155
恵比寿
渋谷区恵比寿4-4-6 MARIX恵比寿ビル1F・2Ｆ
03-5789-3811

麻布十番
港区麻布十番1-7-5 フェスタ麻布6F
03-5775-6900
G-Zone銀座
中央区銀座1-2-3 G-Zone銀座
03-5524-3631
自由が丘
目黒区自由が丘1-26-4 ステラ自由が丘B1
03-5726-1366
茶屋町
大阪府大阪市北区茶屋町15－22
アーバンテラス茶屋町A棟4F
06-6292-0010
ららぽーとＴＯＫＹＯ-ＢＡＹ
千葉県船橋市浜町2-1-1 南館3F 4920
047-421-7311
北青山
港区北青山3丁目6-26 佐藤ビル1F

（2014年春オープン予定）

西麻布
港区西麻布2-13-15 第二横芝ビル2F
03-3400-2235
渋谷
渋谷区神南1-6-8 神南カンパリビル2F
03-5489-3332

お台場
港区台場1-7-1 メディアージュ4F
03-3599-4803
G-Zone銀座
中央区銀座1-2-3 G-Zone銀座
03-5524-3621

カフェ ラ・ボエム

ラ・ボエム クアリタ

中世のヨーロッパをイメージした店内では、オリジナルディッシュも豊富に
取り揃え、本格的なフレッシュ・イタリアンを提供しております。

モンスーンカフェ
寛ぎのオリエンタル－都市の中の
楽園をイメージして作られた店内
では、アジア各国のメニューを取
り入れたヘルシーエスニック料理
を提供しております。

ゼスト キャンティーナ
アメリカ南西部の陽気な酒場を
思わせる店内では、米国南西部料
理を中心にボリューム満点の料理
を豊富なドリンクと共に提供して
おります。

ラ・ボエムのコンセプトを基に、品質
にこだわったヘルシーで手作り感の
ある料理を提供するイタリアンレス
トラン。

GLOBAL-DINING Business Report 2013 GLOBAL-DINING Business Report 201308



渋谷
渋谷区宇田川町20-11 渋谷三葉ビルB1,B2
03-5728-6388
天神
福岡県福岡市中央区天神2-3-24 天神ルーチェ6F
092-737-2601
※7FはQualita Loungeとして営業中

世田谷
世田谷区池尻1-9-11 メゾン・ド・ソレーユ1F・B1
03-5486-3700
渋谷
渋谷区神南1-6-8 神南カンパリビル3F
03-3477-0481
表参道
渋谷区神宮前5-8-5 ジュビリープラザビルB1
03-5467-5666
白金
港区白金台4-19-17 1F・2F
03-3442-4060
銀座
中央区銀座6-4-1 東海堂銀座ビルB１
03-3572-5005
北青山
港区北青山3-6-25 AOYAMA3625 1F・2F
03-5766-1666
お台場
港区台場1-7-1 メディアージュ4F
03-3599-4801
恵比寿
渋谷区広尾1-3-1 ハギワラビルB1
03-5475-5800

新宿御苑
新宿区新宿1-1-7 コスモ新宿御苑ビル1.2Ｆ
03-5366-2242
G-Zone銀座
中央区銀座1-2-3 G-Zone銀座
03-5524-3616
麻布十番
港区麻布十番2-3-7
グリーンコート麻布十番1F・2F
03-6400-3060
自由が丘
目黒区自由が丘1-4-8　1.2Ｆ
03-5731-5050
茶屋町
大阪府大阪市北区茶屋町15－22
アーバンテラス茶屋町A棟3F
06-6292-1555
元町中華街
神奈川県横浜市中区山下町61番地1
山下ビルＢ1
045-227-7123
桜新町
世田谷区桜新町2-9-2 TNKビル1Ｆ
03-5426-0922

代官山
渋谷区鉢山町15-4
03-5489-3789
渋谷
渋谷区神南1-6-8 神南カンパリビル4F
03-5489-1611
お台場
港区台場1-7-1 メディアージュ4F
03-3599-4805
舞浜
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
047-305-7330
たまプラーザ
神奈川県横浜市青葉区美しが丘5-2-15
045-905-5155
恵比寿
渋谷区恵比寿4-4-6 MARIX恵比寿ビル1F・2Ｆ
03-5789-3811

麻布十番
港区麻布十番1-7-5 フェスタ麻布6F
03-5775-6900
G-Zone銀座
中央区銀座1-2-3 G-Zone銀座
03-5524-3631
自由が丘
目黒区自由が丘1-26-4 ステラ自由が丘B1
03-5726-1366
茶屋町
大阪府大阪市北区茶屋町15－22
アーバンテラス茶屋町A棟4F
06-6292-0010
ららぽーとＴＯＫＹＯ-ＢＡＹ
千葉県船橋市浜町2-1-1 南館3F 4920
047-421-7311
北青山
港区北青山3丁目6-26 佐藤ビル1F

（2014年春オープン予定）

西麻布
港区西麻布2-13-15 第二横芝ビル2F
03-3400-2235
渋谷
渋谷区神南1-6-8 神南カンパリビル2F
03-5489-3332

お台場
港区台場1-7-1 メディアージュ4F
03-3599-4803
G-Zone銀座
中央区銀座1-2-3 G-Zone銀座
03-5524-3621

カフェ ラ・ボエム

ラ・ボエム クアリタ

中世のヨーロッパをイメージした店内では、オリジナルディッシュも豊富に
取り揃え、本格的なフレッシュ・イタリアンを提供しております。

モンスーンカフェ
寛ぎのオリエンタル－都市の中の
楽園をイメージして作られた店内
では、アジア各国のメニューを取
り入れたヘルシーエスニック料理
を提供しております。

ゼスト キャンティーナ
アメリカ南西部の陽気な酒場を
思わせる店内では、米国南西部料
理を中心にボリューム満点の料理
を豊富なドリンクと共に提供して
おります。

ラ・ボエムのコンセプトを基に、品質
にこだわったヘルシーで手作り感の
ある料理を提供するイタリアンレス
トラン。

GLOBAL-DINING Business Report 2013 GLOBAL-DINING Business Report 2013 09



インターナショナルレストラン。
食材や調理法にとらわれず高品質でヘルシーな料理を

世界に通用するサーヴィスで提供しております。

ワインバー＆グリル
素材と手作りにこだわったお料理を世界各地の
ワインとともに提供しております。

お台場
港区台場1-7-1 メディアージュ4F
03-3599-4807
西麻布
港区西麻布1-13-11 1F,2F
03-5771-0170
渋谷
渋谷区円山町3-6 E･スペースタワー14F
03-5784-2011
G-Zone銀座
中央区銀座1-2-3 G-Zone銀座
03-5524-3641
天神
福岡県福岡市中央区天神2-3-24
天神ルーチェ6Ｆ
092-737-2662
炭焼き 桜新町
世田谷区桜新町2-9-2 TNKビル2F
03-5451-3300

SUSHI 西麻布
港区西麻布1-13-11 3F
03-5771-0180
SUSHI 渋谷
渋谷区円山町3-6 E･スペースタワー14F
03-5784-3772
SUSHI G-Zone銀座
中央区銀座1-2-3 G-Zone銀座
03-5524-3626
炭焼き あざみ野
神奈川県横浜市青葉区あざみ野2-1-1
東急あざみ野ビル2F
045-905-2933
天ぷら あざみ野
神奈川県横浜市青葉区あざみ野2-1-1
東急あざみ野ビル1F
045-905-2931
TEPPAN 天神
福岡県福岡市中央区天神2-3-24
天神ルーチェ7Ｆ
092-737-2666

那須ガーデンアウトレット
栃木県那須塩原市塩野崎184-7　
那須ガーデンアウトレット C007
0287-67-2130

権八（ごんぱち）
懐かしい風情を感じる団欒の場所
－日本の民家－をイメージした店
内では、本格手打ち蕎麦と炭火焼
を地酒と共に提供しております。

フードコロシアム

エルビー セブン
東京都港区南青山7-11-4　H.T南青山ビルディングⅢ 1F
03-3499-3377

エルビー シックス
東京都港区六本木4-11-13　ランディック六本木ビル1F
03-3478-0222

LB（エルビー ）

タブローズ・ステラート・レガート・タブローズラウンジ

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
チョコレートを厳選された素材と組み合わせ、
風味を一粒一粒に封じ込めました。

タブローズ
渋谷区猿楽町11-6
サンローゼ代官山B1
03-5489-2201

ステラート
港区白金台4-19-17 3F
03-3442-5588

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

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

エンターテインメントレストランの真髄を感じ
させる、個性的な演出、コーディネイトを経験豊
富なスタッフにより実現。これまでにないウェ
ディングシーンを創出してまいります。

ウェディングサロン

ウェディング＆
パーティーサロン
渋谷区猿楽町11-6
サンローゼ代官山2F
03-5428-1700

エルビー エイト
東京都渋谷区代官山町16-2　八幡ビル1F・B1F
03-3476-4799

ヴァリエーション豊かな世界各国の本格的な味わいを
楽しめる大型フードコート。

銀座
中央区銀座1-2-3
G-Zone
03-5579-9181

茗荷谷ファクトリー
文京区小石川
5-6-9ドミ小石川1F,B1
03-3943-9882
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　グローバルダイニングでは株主様へ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。 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。

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
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

株主名簿管理人事務取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部 

〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

フリーダイヤル　0120-782-031  

http://www.smtb.jp/personal/agency/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
１単元の株式数 100株 

郵便物送付先

株式会社グローバルダイニング　総務管理
Tel: 03-5469-3223
E-mail: stock@global-dining.com 

株主優待証に関するお問合せ

電話照会先

ホームページURL

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　Tel：（03）5469-3223　Fax：（03）3407-0779

※3月下旬・9月下旬発送予定

株主メモ株主優待制度のご案内

最新情報配信中！！

　当社はレストランやショップの最新情報をホームページや
Facebook、メールマガジン上で随時配信しております。
HPよりご登録をお願いいたします。

本件につきましては、グローバルダイニング　広報まで
お気軽にお問い合わせ下さい。
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株主・投資家の皆様へ
第41期  ご報告（2013年1月1日から2013年12月31日まで）
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