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●純資産 ●店舗数
（単位：百万円） （単位：店）

●第57期新規オープンのご紹介
　Cafe Renoir 吉祥寺北口店（2019年7月）
　喫茶室ルノアール ニュー新宿靖国通り店（2019年12月）
　Cafe Renoir 早稲田駅前店（2020年3月）

●2020年4月施行の「改正健康増進法」に基づく受動喫煙防止への対応
2020年3月時点で、ほぼ全店舗で分煙に対応した改装を実施いたしま
した。
2020年4月から、全店舗で「紙巻たばこ」の喫煙が禁止となり喫煙室
では「加熱式たばこ」のみが喫煙可能となります。
一部店舗では、完全禁煙とさせていただきます。

　株主の皆様におかれましては、日頃より当社に対するご支援を
賜り心より感謝申し上げます。
　当社の第57期（2019年4月1日～2020年3月31日）の事業のご
報告をお届けいたします。
　当期は、第3四半期までは予算達成可能と予測できる業績でし
たが、第4四半期における新型コロナウイルス感染症の拡大により、
外出自粛による来店客数の激減、店舗の休業・営業時間短縮など
により、売上高は前期比1.0％の増収にとどまりました。
　新規出店は3店舗と計画通りではありますが、閉店店舗が5店舗
と、店舗数は減少しております。
　第58期におきましても、新型コロナウイルス感染症の影響の長
期化が懸念されますが、当社の理念でもありますホスピタリティ
あふれるサービスの提供に努めてまいります。
　株主の皆様におかれましても、なお一層のご理解とご支援を賜
りますようお願い申し上げます。

2020年６月

　株主の皆様へ

代表取締役社長
小宮山　誠

経　営　理　念
社会貢献

１杯のコーヒーを通して、お客様にく
つろぎとやすらぎを感じていただける
ホスピタリティサービスを提供するこ
とで社会貢献する。

人材教育
仕事を通して企業人、社会人としての
人間的成長教育をする。

適正利潤の追求
適正利潤をもって会社の永続的発展を
目指し、当社に関わる人々を幸福にし、
社会貢献の目的を達成する。

　トピックス

　当社は、日ごろのご愛顧に応える為、株主の皆様に対し、株主ご優待券及びオリ
ジナルアイスコーヒーセットをお送りしております。
　ただし、オリジナルアイスコーヒーセットは、1,000株以上所有の株主様へのご
優待となります。
①対象となる方
　3月31日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主様
②発送時期
　株主ご優待券……………………………株主総会終了後(事業のご報告と同封)
　オリジナルアイスコーヒーセット……株主総会終了後
③株主ご優待券有効期限
　2021年6月30日
④株主ご優待券ご利用対象店舗
　喫茶室ルノアール、ニューヨーカーズ・カフェ、カフェ・ミヤマ、
　カフェ・ルノアール、ミヤマ珈琲、瑠之亜珈琲、貸会議室各店

所有株式数 ご優待内容
100株(1単元)以上 株主ご優待券1,000円分 
500株(5単元)以上 株主ご優待券5,000円分

1,000株(10単元)以上 株主ご優待券10,000円分
3,500円相当のオリジナルアイスコーヒーセット

　株主様ご優待のお知らせ
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●配当金 ●配当性向
（単位：円） （単位：％）

　配当のお知らせ
　配当につきましては、業績に対応した配当を行うことを基本にしつつ企業
体質の一層の強化と今後の事業展開に備える為の内部留保を勘案し、また、
株主の皆様にとっての収益性、今後の収益見通し等を考慮しながら、積極的
に利益還元を行うことを基本方針としております。 
　このような基本方針に基づき、当期の配当金は1株当たり14円とさせてい
ただきます。

第57期 事業のご報告
2019年4月1日～2020年3月31日

株主ご優待券 当社オリジナルアイスコーヒー

事業年度
　毎年4月1日から翌年3月31日まで
配当金受領株主確定日
　期末　3月31日　　中間　9月30日
定時株主総会
　毎年6月開催
公告方法
  　電子公告（https://www.ginza-renoir.co.jp）
　  ただし、電子公告によることができない場合は日本経済新聞に掲載する方

法とします。
株主名簿管理人
　東京証券代行株式会社　東京都千代田区神田錦町三丁目11番地
郵便物送付先（連絡先）
　〒168−8522　東京都杉並区和泉二丁目８番４号
　東京証券代行株式会社　事務センター　　 0120−49−7009
住所変更・単元未満株式の買取のお申出先について

お取引口座のある証券会社にお申し出ください。ただし、特別口座に記録
された株式に係る各種手続につきましては、特別口座の口座管理機関であ
る東京証券代行株式会社にお申し出ください。

未支払配当金のお支払について
株主名簿管理人である東京証券代行株式会社にお申し出ください。

「配当金計算書」について
配当金を銀行等口座振込（株式数比例配分方式を除きます。）または配当金
領収証にてお受取りの場合、お支払の際ご送付している「配当金計算書」は、
租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。なお、
株式数比例配分方式をご選択されている株主様におかれましては、お取引
の証券会社等にご確認ください。

　株主メモ

　会社概要（2020年3月31日現在）
商　　号 株式会社銀座ルノアール
本　　社 〒164-0011　東京都中野区中央4丁目60番3号
 銀座ルノアールビル
設　　立 1964年10月
資 本 金 7億7千1百万円
従業員数 正社員203名　契約社員1,915名＊
 ＊契約社員数は年間の平均人員
店 舗 数 117店舗（内1店舗はFC）
決 算 期 3月31日
上場市場 東京証券取引所（JASDAQスタンダード）
 証券コード：9853

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

証券コード：9853
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喫 茶 店 事 業

喫茶室ルノアール

●名画に恥じぬ喫茶室
●  多様化する都市生活の中、ゆった

りと落ち着いた雰囲気で、「都会の
オアシス」として、くつろぎの空
間を提供

NEW YORKER'S Cafe

●くつろぎとこだわりのエスプレッソカフェ
●「My Style Cafe」をコンセプトに、お客様の多様なニーズにお応え
●  一杯一杯心を込めておつくりするグルメコーヒーと、くつろぎの

空間を提供

Cafe Miyama

●  気軽でやすらぎのある、街の喫茶店
●  「自然美」「造形美」「人間美」、三

つの「美」を追求し、昭和の懐か
しさと現代の新しさを兼ね備えた、
新しいスタイルの喫茶店　

Cafe ルノアール

●心和むおもてなし
●  安心・安全を連想させる「緑」を

業態カラーとした、落ち着いた雰
囲気で、くつろぎの空間を提供

瑠之亜珈琲

●大人の女性のサードウェーブ
●  ハンドドリップで一杯ずつ丁寧に入れ

るスペシャルティコーヒー

Cafe Renoir BLENZ COFFEE

●東京発信のやすらぎのカフェ
●  「都会的なコテージ」をコンセプトに

おもてなしの心を守り、都会の喧騒を
忘れさせるようなくつろぎの空間を提
供

●Never Burnt, Never Bitter
●  厳選された最上級のアラビカコーヒー豆のみを使用

し、「焦がしすぎず、苦すぎず」の独自の焙煎技術
のもとに、それぞれのコーヒー豆の持ち味とブレン
ド技術を生かしながら、最高のコクと風味を追求し
たコーヒーを提供しています。

●  ひとつひとつお客様の為につくってお出しする“手
作りのおいしさ”の基本コンセプトのもとに、ラテ
アートに取り組んでいます。

ミヤマ珈琲

●  地域コミュニティに、会話が生ま
れる、笑顔が生まれる、感謝が生
まれる空間を提供

貸 会 議 室 一 覧

貸会議室
マイ・スペース＆プラザ

ご 利 用 方 法
パソコン・スマートフォン・タブレット端末よりご予約いただけます。

https://www.ginza-renoir.co.jp/myspace/

▶ 大久保店

西日
暮里

新宿 四ツ谷

神田

巣鴨

池袋

東京

新橋
渋谷

銀座

横浜 川崎 品川
関内

東銀座

市ヶ谷 飯田橋 秋葉原

有楽町

中野 大久保

▶ 新宿小滝橋通り店
▶ 新宿区役所横店 ▶ 市ヶ谷外堀通り店

▶ 新宿3丁目ビッグスビル店
▶ ニュー新宿3丁目店
▶ 新宿南口甲州街道店

▶ 日本橋高島屋前店
▶ 貸会議室プラザ 八重洲北口

▶ 飯田橋西口店

▶ 四谷店▶ 中野北口店 ▶神田南口駅前店

▶ 銀座6丁目店

▶ 横浜関内駅前店
▶ 川崎東口駅前店

▶ 新橋汐留口駅前店

▶ 西日暮里第一店

▶ 巣鴨駅前店

▶ マイスペース
銀座マロニエ通り店

▶ 秋葉原電気街口店
▶ ニュー秋葉原店

▶ マイ・スペース＆BB 
池袋西武横店

▶ 池袋パルコ横店

東 京 エ リ ア

横 浜 エ リ ア JR線

丸ノ内線

銀座線

日比谷線

浅草線

▶ カフェ・ミヤマ渋谷東口駅前店
▶ カフェ・ミヤマ渋谷公園通り店



喫 茶 店 事 業

喫茶室ルノアール

●名画に恥じぬ喫茶室
●  多様化する都市生活の中、ゆった

りと落ち着いた雰囲気で、「都会の
オアシス」として、くつろぎの空
間を提供

NEW YORKER'S Cafe

●くつろぎとこだわりのエスプレッソカフェ
●「My Style Cafe」をコンセプトに、お客様の多様なニーズにお応え
●  一杯一杯心を込めておつくりするグルメコーヒーと、くつろぎの

空間を提供

Cafe Miyama

●  気軽でやすらぎのある、街の喫茶店
●  「自然美」「造形美」「人間美」、三

つの「美」を追求し、昭和の懐か
しさと現代の新しさを兼ね備えた、
新しいスタイルの喫茶店　

Cafe ルノアール

●心和むおもてなし
●  安心・安全を連想させる「緑」を

業態カラーとした、落ち着いた雰
囲気で、くつろぎの空間を提供

瑠之亜珈琲

●大人の女性のサードウェーブ
●  ハンドドリップで一杯ずつ丁寧に入れ

るスペシャルティコーヒー

Cafe Renoir BLENZ COFFEE

●東京発信のやすらぎのカフェ
●  「都会的なコテージ」をコンセプトに

おもてなしの心を守り、都会の喧騒を
忘れさせるようなくつろぎの空間を提
供

●Never Burnt, Never Bitter
●  厳選された最上級のアラビカコーヒー豆のみを使用

し、「焦がしすぎず、苦すぎず」の独自の焙煎技術
のもとに、それぞれのコーヒー豆の持ち味とブレン
ド技術を生かしながら、最高のコクと風味を追求し
たコーヒーを提供しています。

●  ひとつひとつお客様の為につくってお出しする“手
作りのおいしさ”の基本コンセプトのもとに、ラテ
アートに取り組んでいます。

ミヤマ珈琲

●  地域コミュニティに、会話が生ま
れる、笑顔が生まれる、感謝が生
まれる空間を提供

貸 会 議 室 一 覧

貸会議室
マイ・スペース＆プラザ

ご 利 用 方 法
パソコン・スマートフォン・タブレット端末よりご予約いただけます。

https://www.ginza-renoir.co.jp/myspace/

▶ 大久保店

西日
暮里

新宿 四ツ谷

神田

巣鴨

池袋

東京

新橋
渋谷

銀座

横浜 川崎 品川
関内

東銀座

市ヶ谷 飯田橋 秋葉原

有楽町

中野 大久保

▶ 新宿小滝橋通り店
▶ 新宿区役所横店 ▶ 市ヶ谷外堀通り店

▶ 新宿3丁目ビッグスビル店
▶ ニュー新宿3丁目店
▶ 新宿南口甲州街道店

▶ 日本橋高島屋前店
▶ 貸会議室プラザ 八重洲北口

▶ 飯田橋西口店

▶ 四谷店▶ 中野北口店 ▶神田南口駅前店

▶ 銀座6丁目店

▶ 横浜関内駅前店
▶ 川崎東口駅前店

▶ 新橋汐留口駅前店

▶ 西日暮里第一店

▶ 巣鴨駅前店

▶ マイスペース
銀座マロニエ通り店

▶ 秋葉原電気街口店
▶ ニュー秋葉原店

▶ マイ・スペース＆BB 
池袋西武横店

▶ 池袋パルコ横店

東 京 エ リ ア

横 浜 エ リ ア JR線

丸ノ内線

銀座線

日比谷線

浅草線

▶ カフェ・ミヤマ渋谷東口駅前店
▶ カフェ・ミヤマ渋谷公園通り店


