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6次産業企業次産業企業次産業企業次産業企業としてとしてとしてとして、、、、1次次次次・・・・2次次次次・・・・3次次次次のののの各産業各産業各産業各産業ののののバリューチェーンバリューチェーンバリューチェーンバリューチェーンをををを構築構築構築構築

�獲れたて鮮魚を最短時間でお客様のお口元へ
はじめに鮮度あり。食材の「生産」事業に進出。海鮮食

材は子会社・魚鮮水産を通じて漁業権を保有し、午前3

時に獲れた魚を店舗に当日配送できる体制を整えてい

ます。最短時間でお客様のお口元へ新鮮なままお届け

します

�バックキッチンバックキッチンバックキッチンバックキッチンのののの一括仕込一括仕込一括仕込一括仕込みでみでみでみでスピードアップスピードアップスピードアップスピードアップ

旨い料理は手際が肝心、仕込み作業がポイントです。食材加工（仕

込み作業）を一括実施するバックキッチンでの下ごしらえが店舗内調

理の負担を軽減、作業効率アップにつながるとともに、鮮度の追求と

品質安定を実現しています

�味わいを五感で楽しめる個性豊かなブラン
ドで、おいしさを全国展開

生産、加工を経て、お客様へ向かう新鮮食材たち。

味へのこだわりが実を結ぶ最後の舞台は、全国にひ

ろがる店舗です。「はなの舞」をはじめとするチム

ニーブランドは、自社運営による直営店と、契約オー

ナーが運営するフランチャイズ店で展開しています。

それぞれの強みを効果的に発揮し、おいしさと楽しさ

をテーブルへお届けします

第第第第1次産業次産業次産業次産業 ：：：： 生産生産生産生産 第第第第3次産業次産業次産業次産業 ：：：： 店舗販売店舗販売店舗販売店舗販売

第第第第2次産業次産業次産業次産業 ：：：： 加工加工加工加工
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長期的目標長期的目標長期的目標長期的目標 ：：：： これからのこれからのこれからのこれからの世界食市場世界食市場世界食市場世界食市場をををを捉捉捉捉ええええ、、、、食文化食文化食文化食文化のののの発展発展発展発展をををを狙狙狙狙うううう
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●●●●世界世界世界世界のののの人口人口人口人口とととと世界世界世界世界のののの食市場食市場食市場食市場のののの動向動向動向動向をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、6次産業次産業次産業次産業のののの実践実践実践実践によりによりによりにより食文化食文化食文化食文化のののの発展発展発展発展をををを牽引牽引牽引牽引していきますしていきますしていきますしていきます
� 国連の推計では2050年に世界の人口は90億人を突破するだろうとされています

� 世界の食市場規模は、2020年には680兆円とも言われています

� 日本の食の質の高さ、安心安全の確保の精緻さについては、世界に評価されています

� 日本食文化のユネスコ無形文化遺産への登録や食をテーマにするミラノ国際博覧会への公式参加も準備されております

� チムニーは、1次産業・2次産業・3次産業をバリューチェーンで連鎖する6次産業の融合体を作りあげ、日本のお客様からは勿

論、世界中のお客様からありがとうと言われる企業を目指します

「心」と「食」と「飲」を通じて地域社会に「出会い」「語らい」「憩い」と「癒し」の

サービスを提供し、世界中のお客様から「ありがとう」と言われる企業になろう

●●●●一灯一灯一灯一灯 〈一灯を提げて、暗夜を行く。暗夜を憂ふるなかれ、唯一灯を頼め〉

�会社の一灯は笑顔。「ありがとう」をもらうための笑顔です。各店舗における一灯の商品とサービスを提案いたします

●循環循環循環循環 〈サイクル〉 PDCA（plan-do-check-act ）サイクル

�わたしたちは一灯をもって、毎日お客様という太陽を中心に自転しながら公転しています

�うまく循環したときにお客様から「ありがとう」が頂けます

●教育母店教育母店教育母店教育母店 〈基礎・基本・応用〉

�教育母店を旗艦母店とエリア教育店、つまり模範店とし、人財を育成します

企業理念企業理念企業理念企業理念

今期今期今期今期のののの方針方針方針方針とととと行動指針行動指針行動指針行動指針



居酒屋業界第居酒屋業界第居酒屋業界第居酒屋業界第5位位位位ののののポジションポジションポジションポジションまでまでまでまで成長成長成長成長
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2001年度年度年度年度

会社名会社名会社名会社名 売上高売上高売上高売上高

1 モンテローザ 133,144

2 養老乃瀧 80,433

3 大庄 68,485

・
・
・
・
・
・
・

10 チムニーチムニーチムニーチムニー 15,181

出所：日経流通新聞飲食業ランキング

2006年度年度年度年度

会社名会社名会社名会社名 売上高売上高売上高売上高

1 モンテローザ 125,404

2 大庄 85,080

3 ワタミフードサービス 71,388

・
・
・
・
・

7 チムニーチムニーチムニーチムニー 37,248

2012年度年度年度年度

会社名会社名会社名会社名（（（（主力主力主力主力ブランドブランドブランドブランド）））） 売上高売上高売上高売上高

1 モンテローザ（白木屋、魚民、笑笑） 145,098

2 大庄（大衆割烹庄や） 78,528

3 ワタミフードサービス（和民、坐・和民） 73,086

4 コロワイド東日本（甘太郎、NIJYU-MARU） 58,742

5 チムニーチムニーチムニーチムニー（（（（はなのはなのはなのはなの舞舞舞舞、、、、さかなやさかなやさかなやさかなや道場道場道場道場）））） 57,685

� 売上高売上高売上高売上高ランキングランキングランキングランキングはははは10年年年年のののの間間間間、、、、着実着実着実着実にににに上昇上昇上昇上昇をををを継続継続継続継続。。。。 ランキングランキングランキングランキング5位位位位にににに

2012年度年度年度年度店舗売上高内訳店舗売上高内訳店舗売上高内訳店舗売上高内訳

居酒屋
FC店

23,397

居酒屋
直営店
34,288

（単位：百万円）

（単位：百万円）

2012年度年度年度年度 経常利益額経常利益額経常利益額経常利益額とととと伸伸伸伸びびびび率率率率ののののランキングランキングランキングランキング

会社名会社名会社名会社名（（（（主力主力主力主力ブランドブランドブランドブランド）））） 経常利益額経常利益額経常利益額経常利益額 前年度比伸前年度比伸前年度比伸前年度比伸びびびび率率率率

1 ワタミフードサービス（和民、坐・和民） 8,200 5.0

2 モンテローザ（白木屋、魚民、笑笑） 6,370 ▲19.5

3 コロワイド東日本（甘太郎、NIJYU-MARU） 3,712 11.7

4 チムニーチムニーチムニーチムニー（（（（はなのはなのはなのはなの舞舞舞舞、、、、さかなやさかなやさかなやさかなや道場道場道場道場）））） 3,297 23.9

5 大庄（大衆割烹庄や） 2,059 -

� 経常利益額経常利益額経常利益額経常利益額ランキングランキングランキングランキングはははは4位位位位。。。。 前年比伸前年比伸前年比伸前年比伸びびびび率率率率ではではではでは1位位位位

（単位：百万円）
（％）



チムニーチムニーチムニーチムニーのののの事業全容事業全容事業全容事業全容：：：：居酒屋事業居酒屋事業居酒屋事業居酒屋事業からからからから派生派生派生派生するするするする新規新規新規新規ビジネスビジネスビジネスビジネスのののの展開展開展開展開とととと子会社子会社子会社子会社のののの奮闘奮闘奮闘奮闘
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チムニーチムニーチムニーチムニーのののの事業事業事業事業

コントラクトコントラクトコントラクトコントラクト事業事業事業事業

居酒屋事業居酒屋事業居酒屋事業居酒屋事業

店舗運営店舗運営店舗運営店舗運営

ノウハウノウハウノウハウノウハウ

食材販売事業食材販売事業食材販売事業食材販売事業

� 居酒屋事業で培った店舗運営ノウハウを活用

� 現在防衛省の各施設内において97店舗の食堂

運営を受託

� 居酒屋事業における大規模仕入れに基づく購買力に

より、低コストかつ安定した食材調達を実現

� 自社の鮮魚加工施設で加工した食材の提供が可能

圧倒的圧倒的圧倒的圧倒的なななな

購買力購買力購買力購買力

直営直営直営直営
FC50 ：：：： 50

魚鮮水産株式会社魚鮮水産株式会社魚鮮水産株式会社魚鮮水産株式会社

特徴特徴特徴特徴：：：：漁業権保有漁業権保有漁業権保有漁業権保有

関西関西関西関西バックキッチンバックキッチンバックキッチンバックキッチン運営運営運営運営

中部中部中部中部チムニーチムニーチムニーチムニー株式会社株式会社株式会社株式会社

特徴特徴特徴特徴：：：：獲獲獲獲るるるる漁業漁業漁業漁業からからからから

育育育育てるてるてるてる漁業漁業漁業漁業へへへへ

株式会社株式会社株式会社株式会社

紅紅紅紅フーズコーポレーションフーズコーポレーションフーズコーポレーションフーズコーポレーション

特徴特徴特徴特徴：「：「：「：「新橋新橋新橋新橋やきとんやきとんやきとんやきとん」」」」をををを展開展開展開展開

チムニーチムニーチムニーチムニーのののの子会社子会社子会社子会社

業績業績業績業績にににに与与与与えるえるえるえる影響影響影響影響がががが軽微軽微軽微軽微のためのためのためのため

連結対象連結対象連結対象連結対象としておりませんとしておりませんとしておりませんとしておりません



チムニーチムニーチムニーチムニーのののの成長成長成長成長のののの軌跡軌跡軌跡軌跡
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（単位：百万円）

●●●●売上高売上高売上高売上高のののの成長成長成長成長のののの軌跡軌跡軌跡軌跡 ：：：： 大台更新大台更新大台更新大台更新のののの歴史歴史歴史歴史

� 2001年12月期 50億円
� 2003年12月期 100億円
� 2004年12月期 150億円
� 2005年12月期 200億円
� 2007年12月期 300億円

� 2012年12月期 400億円

●●●●経常利益経常利益経常利益経常利益のののの成長成長成長成長のののの軌跡軌跡軌跡軌跡 ：：：： 大台更新大台更新大台更新大台更新のののの歴史歴史歴史歴史

� 2003年12月期 5億円
� 2004年12月期 10億円

� 2006年12月期 20億円
� 2007年12月期 30億円

（単位：千円）

チムニーチムニーチムニーチムニーはははは着実着実着実着実にににに確実確実確実確実にににに前進前進前進前進しておりますしておりますしておりますしております

2005200520052005年年年年 JASDAQJASDAQJASDAQJASDAQ 上場上場上場上場

2008200820082008年年年年 東証二部東証二部東証二部東証二部 上場上場上場上場

2009200920092009年年年年 企業体質強化企業体質強化企業体質強化企業体質強化のためのためのためのためMBOMBOMBOMBOをををを実施実施実施実施

2012201220122012年年年年12121212月月月月 東証二部東証二部東証二部東証二部にににに再上場再上場再上場再上場

外食産業として初となる再上場を、

2年8ヶ月という短い期間で成し遂げる

上場上場上場上場のののの歴史歴史歴史歴史
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第第第第３３３３次産業次産業次産業次産業 ：：：： 店舗展開店舗展開店舗展開店舗展開におけるにおけるにおけるにおける深化深化深化深化・・・・進展進展進展進展

第第第第3次産業次産業次産業次産業におけるにおけるにおけるにおける今年度今年度今年度今年度のののの深化深化深化深化・・・・進展進展進展進展

●●●●700店舗達成店舗達成店舗達成店舗達成

� 2月27日に山梨県の甲府駅前に、はなの舞甲府駅前店を開店し、700店舗を達成

�山陰地方に3店出店したことにより、全国１道１都2府41県の総合45の都道府県への出店を達成

●ﾃｰﾏﾃｰﾏﾃｰﾏﾃｰﾏ性性性性のあるのあるのあるのある店舗設計店舗設計店舗設計店舗設計

�坂本龍馬・西郷隆盛など歴史的人物をﾃｰﾏにした、空間を楽しんでいただける店舗づくり

� 700店目の甲府駅前店は、「武田信玄と二十四将の里」という歴史的モチーフを題材に、信玄鶏など地元の食材を提

供し、地産地消を推進

龍馬はなの舞 甲府駅前店

海鮮料理 薩摩魚鮮 UENO3153店
藁焼き居酒屋 龍馬 はなの舞 西新宿店 と 藁焼き



第第第第３３３３次産業次産業次産業次産業 ：：：：

「「「「はなのはなのはなのはなの舞舞舞舞」「」「」「」「さかなやさかなやさかなやさかなや道場道場道場道場」「」「」「」「魚鮮水産魚鮮水産魚鮮水産魚鮮水産」」」」などのなどのなどのなどのブランドブランドブランドブランドでででで、、、、日本一日本一日本一日本一のののの水産居酒屋水産居酒屋水産居酒屋水産居酒屋をををを目指目指目指目指すすすす



●●●● 幅広幅広幅広幅広いいいい顧客層顧客層顧客層顧客層、、、、店舗店舗店舗店舗フォーマットフォーマットフォーマットフォーマットにににに対応対応対応対応するするするする多彩多彩多彩多彩ななななブランドポートフォリオブランドポートフォリオブランドポートフォリオブランドポートフォリオによりによりによりにより、、、、あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる条件条件条件条件のののの立地立地立地立地にににに出店可能出店可能出店可能出店可能
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高価格帯高価格帯高価格帯高価格帯

低価格帯低価格帯低価格帯低価格帯

小型店小型店小型店小型店 大型店大型店大型店大型店

自社開発ブランド
M&Aで取得したブランド

� 20～50代会社員 + 20~30代若者
� 中型店（50～70坪）
� 客単価：2,700円～2,900円

� ファミリー層含む幅広い年齢層
� 60～90坪を主に多様な形態
� 客単価：2,700円～3,000円

� 20～60代会社員
� 中～大型店（60～100坪）
� 客単価：3,000円～3,200円

� 20～40代会社員
� 小型店（30～50坪）
� 客単価：3,200円～3,500円

� 20～60代の会社員
� 超小型店（10～20坪）
� 客単価：1,500円～2,000円

� 20～60代会社員
� 中型店（30～50坪）
� 客単価：2,500円～2,700円

2012年年年年2月取得月取得月取得月取得

2012年年年年6月取得月取得月取得月取得

第第第第３３３３次産業次産業次産業次産業 ：：：： 業態別現在業態別現在業態別現在業態別現在ののののポートフォリオポートフォリオポートフォリオポートフォリオ

� 10～60代会社員・学生
� 小型店（20～50坪）
� 客単価：500～1,500円

� 20～60代会社員
� 中型店（40～70坪）
� 客単価：3,500円～4,000円
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北海道・東北

北海道/青森/岩手/
宮城/秋田/山形/福島

はなの舞

さかなや道場

こだわりやま

その他

コントラクト

合計

30店
8店

10店
1店

31店

80店

関東

神奈川/埼玉/千葉/
茨城/栃木/群馬

はなの舞

さかなや道場

こだわりやま

その他

コントラクト

新橋やきとん

合計

133店
45店
6店

13店
16店
1店

213店

東京

はなの舞

さかなや道場

こだわりやま

その他

コントラクト

新橋やきとん

合計

108店
34店
25店
35店
8店
8店

218店

東海

静岡/岐阜/愛知/三重

はなの舞

さかなや道場

こだわりやま

その他

コントラクト

合計

34店
14店
4店
2店
9店

63店

甲信越・北陸

新潟/山梨/長野/
富山/石川/福井

はなの舞

さかなや道場

こだわりやま

その他

コントラクト

合計

22店
5店
1店
1店
6店

35店

中国

鳥取/岡山/島根/
広島/山口

はなの舞

さかなや道場

コントラクト

合計

11店
5店
3店

19店

四国・九州・沖縄

香川/愛媛/福岡
/佐賀/長崎/大分/熊本/
宮崎/鹿児島/沖縄

はなの舞

さかなや道場

コントラクト

合計

6店
9店

18店

33店

関西

大阪/京都/兵庫/
滋賀/奈良/和歌山

はなの舞

さかなや道場

こだわりやま

コントラクト

合計

20店
12店
1店
7店

40店

第第第第３３３３次産業次産業次産業次産業 ：：：：日本全国日本全国日本全国日本全国にににに701店舗店舗店舗店舗をををを展開展開展開展開 （（（（2013年年年年4月末月末月末月末））））

未出店は高知県・徳島県のみとなりました

●全国１道１都2府41県の
総合45の都道府県への出店を達成
●地産地消と地産外消を相互展開
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新業態新業態新業態新業態 ：：：： 龍馬軍鶏農場亀戸店龍馬軍鶏農場亀戸店龍馬軍鶏農場亀戸店龍馬軍鶏農場亀戸店

第第第第３３３３次産業次産業次産業次産業 ：：：： 店舗展開店舗展開店舗展開店舗展開 ～～～～新業態新業態新業態新業態 ：：：： 龍馬軍鶏農場亀戸店龍馬軍鶏農場亀戸店龍馬軍鶏農場亀戸店龍馬軍鶏農場亀戸店～～～～

●●●●開発開発開発開発のののの狙狙狙狙いといといといと特徴特徴特徴特徴

【【【【希少希少希少希少かつかつかつかつ新鮮新鮮新鮮新鮮なななな軍鶏軍鶏軍鶏軍鶏をををを味味味味わっていただくわっていただくわっていただくわっていただく専門志向専門志向専門志向専門志向】】】】

� 軍鶏（しゃも）はもともと闘鶏用、観賞用に飼育されていたことから由来しており、

ぐんけいと呼ばれることもあります。食用として希少性のある食材を味わってい

ただく専門志向です

【【【【龍馬軍鶏農場亀戸店龍馬軍鶏農場亀戸店龍馬軍鶏農場亀戸店龍馬軍鶏農場亀戸店におけるにおけるにおけるにおける軍鶏軍鶏軍鶏軍鶏のののの特徴特徴特徴特徴】】】】

� 品種：タマ軍鶏。タマ軍鶏のタマは埼玉県のタマ

� 生産地：埼玉県加須市 生産者：篠田さん

� 飼育期間：150日。弾力に富んだ肉質を作るため、150日のうち最後の40日のみ
開放鶏舎で飼育（一般的に流通している鶏肉は50～60日の飼育期間）

� 肉質の特徴：こくある地鶏らしい味わいと、赤みのある歯ごたえある肉質が特徴
脂肪が少なくうまみが強い。また臭みが少ない
保湿力があるため、焼いた時に肉汁が豊富に出る
【【【【店舗店舗店舗店舗ののののコンセプトコンセプトコンセプトコンセプト】】】】
�店内で毎日解体するにより鮮度と衛生管理を徹底。たたきで提供できる
�〆てから約24時間内の新鮮な軍鶏を丸ごと店内調理
そろばん（せせり）など希少部位を提供できる
�玉子もすべて軍鶏の玉子。ダシも軍鶏から取っている
�土佐（高知）の食材にもスポットをあて、カツオ・生姜・柚子・トマト・
山椒・焼酎・地酒など地元の高価な食材を、自社流通網によりできるだけ手
頃な価格で提供



11

第第第第2次産業次産業次産業次産業 ：：：： 製造加工部門製造加工部門製造加工部門製造加工部門におけるにおけるにおけるにおける今年度今年度今年度今年度のののの深化深化深化深化・・・・進展進展進展進展

第第第第2次産業次産業次産業次産業におけるにおけるにおけるにおける今年度今年度今年度今年度のののの深化深化深化深化・・・・進展進展進展進展

●●●●第第第第2次産業次産業次産業次産業としてのとしてのとしてのとしての、、、、バックキッチンバックキッチンバックキッチンバックキッチン機能機能機能機能のののの目的目的目的目的

� バックキッチン設置により品質の安定および廃棄ロス低減、店舗作業軽減、厨房施設縮小などの効率アップを実現
� 自社の加工場、バックキッチンで下処理や加工を行うことで、鮮度の追求、品質安定、および廃棄ロス低減によるコスト削減が可能

� 厨房と、セントラルキッチンの中間の設備を持ち、店舗オペレーションを可能な限り簡略化することが可能

� いわゆるセントラルキッチンとは効率性を重視した集中調理施設で、大量の食品を盛り付け寸前の状態や、あるいは既に盛り付けが終わ

っている状態まで加工し、レトルトや冷凍の形で保存します。店舗においては温めるのみの作業となります

� バックキッチンとは、手のかかる食材の下ごしらえ・仕込み作業を行う当社独自の機能です
� 当社では、食材の調理はあくまでも店舗の厨房で、お客様が召し上がる直前に調理し、出来たてのものをご提供しております
� 具体的作業としては、生マグロ・刺身商材などの、ピッキングセンターとしての機能等で、店舗の規模に合わせて配分します。惣菜部門の

商品は全国各店舗でお客様に提供

魚加工魚加工魚加工魚加工エリアエリアエリアエリア：：：：下処理加工下処理加工下処理加工下処理加工 ：：：：干物商材干物商材干物商材干物商材のののの製造製造製造製造
惣菜部門惣菜部門惣菜部門惣菜部門 品質管理部門品質管理部門品質管理部門品質管理部門

配送配送配送配送センターセンターセンターセンターからからからから全国全国全国全国のののの

大型店大型店大型店大型店・・・・小型店小型店小型店小型店へへへへ
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●●●●子会社子会社子会社子会社「「「「魚鮮水産株式会社魚鮮水産株式会社魚鮮水産株式会社魚鮮水産株式会社 関西事業所関西事業所関西事業所関西事業所」」」」 としてとしてとしてとして、、、、関西関西関西関西バックキッチンバックキッチンバックキッチンバックキッチンがががが5555月月月月1111日日日日よりよりよりより稼動稼動稼動稼動

� 所在：大阪府大阪市西淀川区 建坪： 40坪×2フロアー
●●●●設立目的設立目的設立目的設立目的
1. 関西・中部エリアのバックアップ体制強化による商品品質の向上
2. 調達品質の向上と店舗コストの軽減
・調達の集約を行うことで仕入れ品質の更なる向上
・鮮魚の一次加工を行うことで、店舗効率をアップ

具体的には、
①複数産地からの鮮魚の直接仕入れを集約化する役割を担う。複数の魚港からの直送鮮魚を店舗の希望により鮮魚BOXに仕立てる
「チムニー内での卸売市場」の役割を果たす。 1.境港 2.姫路 3.八幡浜 など各魚港からの魚介類直接仕入れの集約機能
八幡浜を中心とした愛媛・徳島の四国・瀬戸内ブランドに加え、境港・姫路など山陰日本海ブランドの仕入れを集約して行う

八幡浜八幡浜八幡浜八幡浜

関西関西関西関西

バックキッチンバックキッチンバックキッチンバックキッチン

店舗店舗店舗店舗

ＡＭＡＭＡＭＡＭ 1111：：：：00000000着着着着 ＡＭＡＭＡＭＡＭ5555：：：：00000000発発発発 当日午後着当日午後着当日午後着当日午後着

境港境港境港境港

姫路姫路姫路姫路

②マグロの解体や仕分け・検品を行うことで、店舗サイズに合わせて供給
③干物・練り物の製造加工

PMPMPMPM 13131313：：：：00000000着着着着

第第第第2次産業次産業次産業次産業 ：：：： 製造加工部門製造加工部門製造加工部門製造加工部門におけるにおけるにおけるにおける今年度今年度今年度今年度のののの深化深化深化深化・・・・進展進展進展進展

●●●●バックキッチンバックキッチンバックキッチンバックキッチンのののの増設増設増設増設

� 東京墨田区と今回新設の大阪市西淀川区の2ヶ所で稼動。今年9月末にさいたま市の新物流センター内にも設立予定

� 店舗へのバックアップ体制を更に強化していきます
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第第第第1次産業次産業次産業次産業 ：：：： 今年度今年度今年度今年度のののの深化深化深化深化・・・・進展進展進展進展

第第第第1次産業次産業次産業次産業におけるにおけるにおけるにおける今年度今年度今年度今年度のののの深化深化深化深化・・・・進展進展進展進展

●●●●漁業権漁業権漁業権漁業権のののの活用活用活用活用とととと買参権買参権買参権買参権のののの追加取得追加取得追加取得追加取得によるによるによるによるビジネスビジネスビジネスビジネスのののの拡大拡大拡大拡大
� 中部飼料株式会社中部飼料株式会社中部飼料株式会社中部飼料株式会社とのとのとのとの共同出資会社共同出資会社共同出資会社共同出資会社 「「「「中部中部中部中部チムニーチムニーチムニーチムニー株式会社株式会社株式会社株式会社」」」」をををを設立設立設立設立

� 漁業権漁業権漁業権漁業権・・・・買参権買参権買参権買参権のののの活用活用活用活用によるによるによるによる全国各地全国各地全国各地全国各地からのからのからのからの鮮魚鮮魚鮮魚鮮魚のののの調達調達調達調達

� 漁業権保有漁業権保有漁業権保有漁業権保有のののの八幡浜八幡浜八幡浜八幡浜におけるにおけるにおけるにおける更更更更なるなるなるなる展開展開展開展開

� 一般的一般的一般的一般的にににに知知知知られていないられていないられていないられていない魚魚魚魚やややや深海魚深海魚深海魚深海魚のののの活用促進活用促進活用促進活用促進によるによるによるによる漁師漁師漁師漁師とのとのとのとの協働協働協働協働とととと地域地域地域地域のののの活性化活性化活性化活性化



第第第第1次産業次産業次産業次産業: 漁業権漁業権漁業権漁業権・・・・買参権買参権買参権買参権のののの活用活用活用活用によるによるによるによる全国全国全国全国からのからのからのからの調達調達調達調達
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漁業権漁業権漁業権漁業権をををを持持持持つつつつ 魚鮮水産魚鮮水産魚鮮水産魚鮮水産㈱㈱㈱㈱とととと、、、、全国各地全国各地全国各地全国各地からのからのからのからの調達調達調達調達
� 愛媛県八幡浜漁業組合の漁業権を持つ子会社魚鮮水産㈱から、その日に水揚げされた鮮魚を空輸し店舗へ配送

� 全国の漁港から直送鮮魚を確保し、新鮮なまま店舗へ届けお客様へ訴求。大量に安く魚が上がった場合には、バックキッチンで加工品へ

魚鮮水産魚鮮水産魚鮮水産魚鮮水産㈱㈱㈱㈱によるによるによるによる
愛媛県八幡浜港愛媛県八幡浜港愛媛県八幡浜港愛媛県八幡浜港でのでのでのでの漁業漁業漁業漁業

午前午前午前午前3時時時時：：：：水揚水揚水揚水揚げげげげ・・・・配送準備配送準備配送準備配送準備
午前午前午前午前3時時時時：：：：水揚水揚水揚水揚げげげげ・・・・配送準備配送準備配送準備配送準備

午前午前午前午前9時時時時：：：：各空港各空港各空港各空港⇒⇒⇒⇒羽田羽田羽田羽田へへへへ
午前午前午前午前9時時時時：：：：各空港各空港各空港各空港⇒⇒⇒⇒羽田羽田羽田羽田へへへへ

福岡からの今朝獲れ鮮魚

境港からのカニ

新潟からの南蛮エビ

函館からの活スルメイカ

徳島からの今朝獲れ鮮魚

尾道からの今朝獲れ鮮魚

網代からの今朝獲れ鮮魚

羽田羽田羽田羽田からからからから各店舗各店舗各店舗各店舗へへへへ 午後午後午後午後1時時時時～～～～店舗着店舗着店舗着店舗着
羽田羽田羽田羽田からからからから各店舗各店舗各店舗各店舗へへへへ 午後午後午後午後1時時時時～～～～店舗着店舗着店舗着店舗着

当日当日当日当日にににに

おおおお客様客様客様客様にににに提供提供提供提供

今朝獲今朝獲今朝獲今朝獲れれれれ鮮魚鮮魚鮮魚鮮魚のののの納品納品納品納品までのまでのまでのまでのタイムスケジュールタイムスケジュールタイムスケジュールタイムスケジュール

新潟新潟新潟新潟のののの買参権買参権買参権買参権をををを

4月月月月にににに取得取得取得取得
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漁業権活用漁業権活用漁業権活用漁業権活用とととと新新新新たなたなたなたな買参権取得買参権取得買参権取得買参権取得によるによるによるによるビジネスビジネスビジネスビジネスのののの拡大拡大拡大拡大

第第第第1次産業次産業次産業次産業: 漁業権漁業権漁業権漁業権・・・・買参権買参権買参権買参権のののの活用活用活用活用によるによるによるによる全国全国全国全国からのからのからのからの調達調達調達調達

●●●●一般的一般的一般的一般的にににに知知知知られていないられていないられていないられていない魚魚魚魚やややや深海魚深海魚深海魚深海魚のののの活用活用活用活用

� 漁場には、地元特有の魚や深海魚が水揚げされるものの、無名
であったり漁獲量が少ないため、味が良いにも関わらず流通市

場に出まわらない魚が多くあるのが現実

� こういった一般的に知られていない魚を活用することで、漁師の
助けになるとともに、限りある水産資源の有効活用に貢献

� 箱買いした魚を当日夜中に当社の製造加工であるバックキッチ
ンに輸送し、ピッキングし、店舗に配送

� 産地直送のため、中央市場経由より1日早く店着することにより、
高い鮮度を維持

� 価格は、市場手数料、仲卸手数料をスルーするため15％～20％

のコストダウンが実現

� 当社が仕入れ販売をすることによって、以前は流通していなかっ
たが、利用され店舗で好評を得るようになった魚に「コショウダイ」

「マトウダイ」「ホウボウ」などがある

「コショウダイ」
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第第第第1次産業次産業次産業次産業 ：：：： 獲獲獲獲るるるる漁業漁業漁業漁業からからからから育育育育てるてるてるてる漁業漁業漁業漁業へへへへ

中部飼料株式会社中部飼料株式会社中部飼料株式会社中部飼料株式会社とととと共同出資共同出資共同出資共同出資によるによるによるによる新会社新会社新会社新会社

「「「「中部中部中部中部チムニーチムニーチムニーチムニー株式会社株式会社株式会社株式会社」」」」をををを設立設立設立設立

チムニー株式会社は、水産を主力とする居酒屋を主体に事業展開してお

り、居酒屋の中でも差別化した新業態の出店を計画しております。なかでも

戦力商品として位置づける本マグロは、世界的な消費拡大と資源の減少に

伴う規制により、価格の高騰と安定的供給への懸念が予想されます。当社

は限りある水産資源である本マグロを販売する企業の社会的責任として、

獲る漁業から育てる漁業への転換が必須と考えております。

一方、中部飼料株式会社は、大分県津久見市で本マグロ用配合飼料の研

究開発を行うため本マグロを飼育しております。この本マグロや鶏卵・畜肉

などを通じ、両社は従来より良好な取引関係がありました。

この両社の取引関係を更に発展・強化するため、また中部飼料株式会社の

ノウハウが生かされた特性ある農畜水産物の販売を目的として、共同出資

会社「中部チムニー株式会社」を設立いたします。

今後当社は、既存店においてお客様に安全・安心な本マグロを持続的かつ

安定的に提供するとともに、本マグロで差別化した新業態の出店を開始して

まいります。

会社名称 中部チムニー株式会社

設立年月日 ２０１３年４月２日（火）

資本金 5百万円

事業内容 農畜水産物の販売ほか

売上高予想 ２億円（初年度）

本店所在地 神奈川県横浜市鶴見区大黒町１－５０

出資比率 中部飼料株式会社５１％、チムニー株式会社４９％

決算期 3月31日

●●●● 共同出資会社設立共同出資会社設立共同出資会社設立共同出資会社設立のののの趣旨趣旨趣旨趣旨
～～～～本本本本マグロマグロマグロマグロをををを安定的安定的安定的安定的におにおにおにお客様客様客様客様にににに。。。。獲獲獲獲るるるる漁業漁業漁業漁業からからからから育育育育てるてるてるてる漁業漁業漁業漁業へへへへ～～～～

設立設立設立設立のののの趣旨趣旨趣旨趣旨 新会社新会社新会社新会社のののの概要概要概要概要



�味へのこだわり ⇒元気な畑から食味が甘くおいしい野菜を生産

�安全安心な野菜⇒添加物のない健康な野菜づくり

�地球にやさしい栽培⇒ 資源を循環的に再利用した有機栽培

�植物性自家製堆肥の使用・自家製の有機菌体肥料の使用

�アーモンドかす、大豆かすを主原料とした植物性の自家製堆肥のみを使用

�加工工場からでた資源を循環的に再利用することで、健康な野菜づくり、地球にやさしい栽培への取り組み

�とうもろこしの絞り液から作った有機菌体肥料は、土中にアミノ酸をつくり、成長促進と食味が甘くなる

第第第第1次産業次産業次産業次産業 ：：：： 生産者生産者生産者生産者がががが見見見見えるえるえるえる安心安全安心安全安心安全安心安全なななな農作物農作物農作物農作物

契約農場契約農場契約農場契約農場からのからのからのからの仕入仕入仕入仕入れれれれルートルートルートルートのののの開拓開拓開拓開拓

冨田農園取扱品目

・水菜

・ベビーリーフ

・長ねぎ（栽培中）

2012年11月時点

冨田農園冨田農園冨田農園冨田農園（（（（当社当社当社当社のののの契約農家契約農家契約農家契約農家））））
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コントラクトコントラクトコントラクトコントラクト事業事業事業事業 ：：：： コントラクトコントラクトコントラクトコントラクト事業事業事業事業をををを居酒屋事業居酒屋事業居酒屋事業居酒屋事業にににに次次次次ぐぐぐぐ第二第二第二第二のののの柱柱柱柱へへへへ

� 2009年年年年よりよりよりより、、、、防衛省防衛省防衛省防衛省のののの各施設各施設各施設各施設におけるにおけるにおけるにおける食堂運営食堂運営食堂運営食堂運営のののの受託受託受託受託をををを開始開始開始開始、、、、現在現在現在現在97店舗店舗店舗店舗をををを運営運営運営運営

� 2012年度年度年度年度はははは4月月月月にににに84店舗同時店舗同時店舗同時店舗同時にににに運営運営運営運営をををを受託受託受託受託しししし開店開店開店開店、、、、全社横断的教育全社横断的教育全社横断的教育全社横断的教育、、、、組織体制組織体制組織体制組織体制のののの成果成果成果成果

� 潜在的潜在的潜在的潜在的なななな出店可能性出店可能性出店可能性出店可能性のあるのあるのあるのある防衛省関連施設防衛省関連施設防衛省関連施設防衛省関連施設はははは237店舗存在店舗存在店舗存在店舗存在しししし、、、、拡大余地拡大余地拡大余地拡大余地はははは十分十分十分十分

� 今後今後今後今後はははは、、、、そのそのそのその他官公庁施設他官公庁施設他官公庁施設他官公庁施設、、、、病院病院病院病院、、、、企業等企業等企業等企業等、、、、対象先対象先対象先対象先をををを拡大予定拡大予定拡大予定拡大予定

コントラクトコントラクトコントラクトコントラクト事業事業事業事業 売上高売上高売上高売上高／／／／店舗数推移店舗数推移店舗数推移店舗数推移

� ランチ、立食パーティ、洋食のフルコースまで様々なニーズに対応可能な

スタイルで営業

防衛省本省防衛省本省防衛省本省防衛省本省

� 病院の従業員、外来患者様へのランチ事業を中心に営業

� 健康に配慮したヘルシーメニューなど多彩なメニュー構成

旭川赤十字病院旭川赤十字病院旭川赤十字病院旭川赤十字病院

コントラクトコントラクトコントラクトコントラクト事業事業事業事業のののの進展進展進展進展とととと今後今後今後今後のののの施策施策施策施策

売上高推移売上高推移売上高推移売上高推移 店舗数推移店舗数推移店舗数推移店舗数推移
売上高

（百万円）
店舗数

（店舗）

（予想）
（予想）
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コントラクトコントラクトコントラクトコントラクト事業事業事業事業 ：：：： 駐屯地駐屯地駐屯地駐屯地でのでのでのでの隊員隊員隊員隊員クラブクラブクラブクラブ風景風景風景風景

駐屯地駐屯地駐屯地駐屯地でのでのでのでの隊員隊員隊員隊員クラブクラブクラブクラブ「「「「はなのはなのはなのはなの舞舞舞舞」」」」でのでのでのでの食事風景食事風景食事風景食事風景

� 隊員の方に、食事をしながらリラックスできる空間と時間を楽しんでいただいております

習志野クラブ（千葉県）

島松クラブ（北海道）

東千歳クラブ（北海道）

北恵庭クラブ（北海道）
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人財人財人財人財のののの育成育成育成育成

人財人財人財人財のののの育成育成育成育成

●●●●人財教育体制人財教育体制人財教育体制人財教育体制のののの強化強化強化強化
� 従業員従業員従業員従業員はははは当社当社当社当社のののの運営運営運営運営をををを担担担担うううう上上上上でででで重要重要重要重要なななな存在存在存在存在であるとであるとであるとであると考考考考ええええ、「、「、「、「材材材材」」」」ではなくではなくではなくではなく「「「「財財財財」」」」のののの文字文字文字文字をををを用用用用いていていていて「「「「人財人財人財人財」」」」とととと表記表記表記表記しておりしておりしておりしておりまままますすすす

� 今年度今年度今年度今年度のののの人財育成人財育成人財育成人財育成強強強強化化化化策策策策としてとしてとしてとして、「、「、「、「自自自自衛衛衛衛隊習隊習隊習隊習志志志志野駐屯野駐屯野駐屯野駐屯地地地地入隊入隊入隊入隊体体体体験験験験」「」「」「」「ママママイスタイスタイスタイスターーーー制度制度制度制度のののの再構築再構築再構築再構築」」」」ががががありありありありまままますすすす

自衛隊習志野駐屯地入隊体験自衛隊習志野駐屯地入隊体験自衛隊習志野駐屯地入隊体験自衛隊習志野駐屯地入隊体験
� 期間：2月5日～7日（2泊3日）

� 入隊時のテーマ： ①団結心の強化

②規律の遵守

③リーダーシップの向上

� 成果：参加者全員の考えが著しく変わりました。

私たちの立場も自衛隊の立場も常に対人であり、多くの共通事項からたくさんの事を学ぶ事ができました

マイスターマイスターマイスターマイスター制度制度制度制度のののの再構築再構築再構築再構築
� 4種類のマイスター認定制度を設け、技術力の向上と維持を義務付けています

①鮮魚マイスター ②活魚マイスター

③寿司マイスター ④ドリンクマイスター



�概概概概要要要要

– 2012年6月、「新橋やきとん」「焼焼とんとん」を展開する株

式会社紅フーズコーポレーションの全株式を取得し、直営

店6店舗承継、現在9店舗。近日開店1店舗

�背景背景背景背景

– 店舗フォーマットの補完⇒超小型店舗

– 運営ノウハウの取得 ⇒ ある食材（ = ホルモン）に特化し

た業態の調達方法、販売方法等の運営ノウハウ取得

M&Aによるによるによるによるブランドポートフォリオブランドポートフォリオブランドポートフォリオブランドポートフォリオのののの拡充拡充拡充拡充とととと事業拡大事業拡大事業拡大事業拡大のののの加速加速加速加速

●●●●2012年年年年にににに2件件件件ののののM&Aをををを実行実行実行実行、、、、既存既存既存既存ブランドポートフォリオブランドポートフォリオブランドポートフォリオブランドポートフォリオにないにないにないにない業態業態業態業態をををを拡充拡充拡充拡充
�食材の共同調達などによる合理化を達成
�新業態ビジネスの拡大の加速化

新橋やきとん 新橋店

�直近直近直近直近のののの出店出店出店出店状況状況状況状況

– 京橋店 2月1日 神田店 2月12日

– 南池袋店 5月15日 麻布十番店 5月28日 オープン

– 良好な物件を発掘次第、今後出店を随時推進

M&A実行企業実行企業実行企業実行企業のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況

21

株式会社紅株式会社紅株式会社紅株式会社紅フーズコーポレーションフーズコーポレーションフーズコーポレーションフーズコーポレーション



22

株主還元株主還元株主還元株主還元（（（（配当配当配当配当））））

配当配当配当配当のののの増額増額増額増額とととと株主優待制度株主優待制度株主優待制度株主優待制度のののの拡充拡充拡充拡充

�今年度今年度今年度今年度はははは、、、、2013年度第年度第年度第年度第2四半期末四半期末四半期末四半期末（（（（6月末月末月末月末））））10円配当円配当円配当円配当、、、、決算期末決算期末決算期末決算期末（（（（12月末月末月末月末））））10円配当円配当円配当円配当をををを予定予定予定予定

しておりしておりしておりしており、、、、年間年間年間年間20円円円円のののの配当配当配当配当をををを予定予定予定予定しておりますしておりますしておりますしております

�昨年度昨年度昨年度昨年度はははは、、、、2012年決算期末年決算期末年決算期末年決算期末（（（（12月末月末月末月末））））10円配当円配当円配当円配当でしたでしたでしたでした

�安定的配当安定的配当安定的配当安定的配当によるによるによるによる株主様株主様株主様株主様へのへのへのへの還元施策還元施策還元施策還元施策をををを継続継続継続継続いたしますいたしますいたしますいたします

�配当性向配当性向配当性向配当性向はははは、、、、2013年当期純利益予想年当期純利益予想年当期純利益予想年当期純利益予想1,526百万円百万円百万円百万円にににに対対対対しししし、、、、25.3％％％％となりますとなりますとなりますとなります

今年度配当政策今年度配当政策今年度配当政策今年度配当政策
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株主還元株主還元株主還元株主還元（（（（株主優待株主優待株主優待株主優待））））

�年年年年2回実施回実施回実施回実施（（（（基準日基準日基準日基準日 6月末月末月末月末、、、、12月末月末月末月末））））

� 2013年年年年6月末月末月末月末のののの株主様株主様株主様株主様へのへのへのへの優待内容優待内容優待内容優待内容をををを、、、、金額金額金額金額・・・・内容内容内容内容ともにともにともにともに拡充拡充拡充拡充いたしましたいたしましたいたしましたいたしました

�株主優待券株主優待券株主優待券株主優待券とととと株主優待品株主優待品株主優待品株主優待品がががが選択選択選択選択いただけますいただけますいただけますいただけます

当社店舗当社店舗当社店舗当社店舗でおでおでおでお食事食事食事食事をおをおをおをお楽楽楽楽しみいただけるしみいただけるしみいただけるしみいただける優待券優待券優待券優待券とととと、、、、当社当社当社当社プライベートプライベートプライベートプライベート商品商品商品商品をごをごをごをご自宅自宅自宅自宅でおでおでおでお楽楽楽楽しししし

みいただけるみいただけるみいただけるみいただける優待商品優待商品優待商品優待商品のののの2種類種類種類種類ををををラインナップラインナップラインナップラインナップいたしましたいたしましたいたしましたいたしました

・・・・100株以上株以上株以上株以上499株株株株までまでまでまで所有所有所有所有のののの株主様株主様株主様株主様

おおおお食事食事食事食事ごごごご優待券優待券優待券優待券500円券円券円券円券をををを10枚枚枚枚（（（（おおおお一人様一人様一人様一人様1回回回回のおのおのおのお食事食事食事食事につきにつきにつきにつき、、、、1枚利用可能枚利用可能枚利用可能枚利用可能））））

またはまたはまたはまたは、、、、当社当社当社当社オリジナオリジナオリジナオリジナルルルル商品商品商品商品セセセセットットットット

・・・・500株以上所有株以上所有株以上所有株以上所有のののの株主様株主様株主様株主様

おおおお食事券食事券食事券食事券500円券円券円券円券30枚枚枚枚（（（（利用利用利用利用制限制限制限制限なしなしなしなし））））

またはまたはまたはまたは、、、、当社当社当社当社オリジナオリジナオリジナオリジナルルルル商品商品商品商品セセセセットットットット

株主優待株主優待株主優待株主優待のののの拡充拡充拡充拡充 居酒屋業界居酒屋業界居酒屋業界居酒屋業界のののの中中中中でででで、、、、トップランキングトップランキングトップランキングトップランキングのののの株主優待株主優待株主優待株主優待へとへとへとへと拡充拡充拡充拡充いたしましたいたしましたいたしましたいたしました



株主還元株主還元株主還元株主還元 （（（（株主優待券株主優待券株主優待券株主優待券とととと株主優待品株主優待品株主優待品株主優待品））））

24

株主優待品株主優待品株主優待品株主優待品サンプルサンプルサンプルサンプル

チムニー株式会社が循環型6 次産業参入のために共同出資会社の

中部チムニー株式会社を立ち上げました。大分の透明で栄養分豊か

な海で育てた「本まぐろ」です。 まぐろのすべてを決める「飼」にこだ

わった「脂」がのったおいしい本まぐろを是非お召し上がりください。

優待品サンプルは現段階の案であり、今後変更される可能性があります。

株主優待券株主優待券株主優待券株主優待券サンプルサンプルサンプルサンプル

2012年12月末の株主様にご利用いただいております優待券
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株主優待品株主優待品株主優待品株主優待品サンプルサンプルサンプルサンプル

チムニー株式会社では、東京両国国技館のすぐとなりに、花の舞国

技館店を開店いたしております。店内には実物の土俵があり、本物の

力士だった人がちゃんこ責任者として入店。店内でお召し上がりにな

れる本場のちゃんこを、ご家庭でもお召し上がりいただけるように開発

致しました。

優待品サンプルは現段階の案であり、今後変更される可能性があります。

株主還元株主還元株主還元株主還元 （（（（株主優待品株主優待品株主優待品株主優待品））））

チムニー株式会社では、漁業権・買参権をもち、さらに定置網漁をお

こない、鮮度のよい魚を漁港からダイレクトに調達することができます。

これらの鮮度良い季節の魚を当社独自の特殊製法で更に美味しく「チ

ムニー特撰干物」に加工しております。
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株主優待品株主優待品株主優待品株主優待品サンプルサンプルサンプルサンプル

チムニー株式会社では、循環型6 次産業にこだわりこれまで流通す

ることのなかった産地の商品や、安全安心な農産物を作りに取り組ん

でいます。契約農場・提携農場の産地直送品をぜひご賞味ください。

チムニー株式会社では各有名蔵元とコラボしオリジナル焼酎を醸し

てもらいました。・「天下道は、とても飲みやすく仕上げています」・「黒

泉仙は、竹炭でろ過しフルーティーにしあげました」・「泉八は、はだか

麦で醸されております。まるで麦チョコのような香ばしい味わいです」

せひお楽しみください。

優待品サンプルは現段階の案であり、今後変更される可能性があります。

株主還元株主還元株主還元株主還元 （（（（株主優待品株主優待品株主優待品株主優待品））））
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株主還元株主還元株主還元株主還元（（（（自自自自己己己己株株株株式式式式のののの取得取得取得取得））））

自己株式自己株式自己株式自己株式のののの取得取得取得取得

�自自自自己己己己株株株株式式式式のののの取得取得取得取得のののの決決決決議議議議

・・・・5月月月月8日日日日にににに自自自自己己己己株株株株式取得式取得式取得式取得をををを決決決決議議議議いたしましたいたしましたいたしましたいたしました

�目的目的目的目的

・・・・経営環経営環経営環経営環境境境境のののの変変変変化化化化にににに対対対対応応応応したしたしたした機動機動機動機動的的的的なななな資資資資本本本本政政政政策策策策のののの遂行遂行遂行遂行およおよおよおよびびびび株主株主株主株主へのへのへのへの一一一一層層層層のののの利益還元利益還元利益還元利益還元をををを

推推推推進進進進するたするたするたするためめめめ

�取得取得取得取得内容内容内容内容

・・・・取得取得取得取得対対対対象象象象株株株株式式式式のののの種類種類種類種類 ：：：： 当社当社当社当社普通普通普通普通株株株株式式式式

・・・・取得取得取得取得するするするする株株株株式式式式のののの総数総数総数総数 ：：：： 735,000株株株株（（（（上上上上限限限限））））

（（（（発発発発行済行済行済行済株株株株式総数式総数式総数式総数（（（（自自自自己己己己株株株株式式式式をををを除除除除くくくく））））にににに対対対対するするするする割合割合割合割合 3.80％）％）％）％）

・・・・株株株株式式式式のののの取得価取得価取得価取得価額額額額のののの総総総総額額額額 ：：：： 735,000,000円円円円（（（（上上上上限限限限））））

・・・・取得方法取得方法取得方法取得方法 ：：：： 東京証東京証東京証東京証券券券券取引取引取引取引所所所所におけるにおけるにおけるにおける市場買市場買市場買市場買付付付付けけけけ

・・・・取得取得取得取得期間期間期間期間 ：：：： 2013年年年年5月月月月9日日日日からからからから2013年年年年8月月月月31日日日日までまでまでまで



中中中中期目標期目標期目標期目標にににに向向向向けてけてけてけて
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� 三世代三世代三世代三世代にわたるにわたるにわたるにわたる幅広幅広幅広幅広いいいい顧客層顧客層顧客層顧客層のののの取取取取りりりり込込込込みみみみ

� 積極積極積極積極的的的的なななな新新新新規規規規出店出店出店出店ペペペペーーーーススススのののの継続継続継続継続

� コントラクトコントラクトコントラクトコントラクト事業事業事業事業のののの拡大拡大拡大拡大

� 食材食材食材食材販販販販売事業展開売事業展開売事業展開売事業展開のののの本格本格本格本格化化化化

売上高売上高売上高売上高 ：：：： 1,000億円億円億円億円
店舗数店舗数店舗数店舗数 ：：：： 1,000店舗店舗店舗店舗

2018年年年年

2012年年年年

直直直直営営営営：：：：324億円億円億円億円

FC：：：： 234億円億円億円億円

2013年年年年

直直直直営営営営：：：：350億円億円億円億円

FC：：：： 235億円億円億円億円
コントラクトコントラクトコントラクトコントラクト：：：：20億円億円億円億円
食材食材食材食材販販販販売売売売：：：：54億円億円億円億円

2012年年年年

居酒屋居酒屋居酒屋居酒屋ビジネスビジネスビジネスビジネス
派生派生派生派生ビジネスビジネスビジネスビジネス

� M&Aによるによるによるによる拡大拡大拡大拡大もももも視野視野視野視野

� 川川川川上上上上へへへへのののの進出進出進出進出によりによりによりにより顧客顧客顧客顧客ニーニーニーニーズズズズにににに

� 即即即即したしたしたした商品商品商品商品をををを提供提供提供提供

2018年年年年

直直直直営営営営：：：：500億円億円億円億円

FC：：：： 300億円億円億円億円
コントラクトコントラクトコントラクトコントラクト：：：：24億円億円億円億円
食材食材食材食材販販販販売売売売：：：：55億円億円億円億円

2013年年年年
コントラクトコントラクトコントラクトコントラクト：：：：60億円億円億円億円
食材食材食材食材販販販販売売売売：：：：140億円億円億円億円

2018年年年年



2012年度年度年度年度 通通通通期実期実期実期実績績績績
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項目

20112011201120112011201120112011年年年年年年年年1212121212121212月期月期月期月期月期月期月期月期 20122012201220122012201220122012年年年年年年年年1212121212121212月期月期月期月期月期月期月期月期 前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比

売上高売上高売上高売上高売上高売上高売上高売上高 37,76737,76737,76737,767 41,99541,99541,99541,995 111.2111.2111.2111.2％％％％

((((((((グループグループグループグループ売上高売上高売上高売上高グループグループグループグループ売上高売上高売上高売上高)))))))) （（（（60,22560,22560,22560,225）））） （（（（65,76665,76665,76665,766）））） （（（（109.2109.2109.2109.2％）％）％）％）

売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益 24,60624,60624,60624,606 27,58927,58927,58927,589 112.1112.1112.1112.1％％％％

販管費販管費販管費販管費販管費販管費販管費販管費 21,70021,70021,70021,700 24,30024,30024,30024,300 119.8119.8119.8119.8％％％％

営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益 2,9062,9062,9062,906 3,2893,2893,2893,289 113.2113.2113.2113.2％％％％

経常利益経常利益経常利益経常利益経常利益経常利益経常利益経常利益 2,6602,6602,6602,660 3,2973,2973,2973,297 124.0124.0124.0124.0％％％％

純利益純利益純利益純利益純利益純利益純利益純利益 1,0431,0431,0431,043 1,2631,2631,2631,263 121.0121.0121.0121.0％％％％

（（（（のれんのれんのれんのれん償却前純利益償却前純利益償却前純利益償却前純利益））））（（（（のれんのれんのれんのれん償却前純利益償却前純利益償却前純利益償却前純利益）））） （（（（1,5071,5071,5071,507）））） （（（（1,7491,7491,7491,749）））） （（（（116.0116.0116.0116.0％）％）％）％）

売上高419億円（前年同期比＋11.2％） グループ売上657億円（前年同期比＋109.2％）

営業利益32億円（前年同期比＋13.2％） （チムニー単体＋チムニーＦＣ売上＋紅フーズ売上)

純利益12億円（前年同期比＋21.0％）
単位（百万円）



2013年度年度年度年度 業業業業績績績績予想予想予想予想
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項目

20122012201220122012201220122012年年年年年年年年1212121212121212月期月期月期月期月期月期月期月期 20132013201320132013201320132013年年年年年年年年1212121212121212月期月期月期月期月期月期月期月期 前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比

売上高売上高売上高売上高売上高売上高売上高売上高 41,99541,99541,99541,995 44,82044,82044,82044,820 106.7106.7106.7106.7

((((((((グループグループグループグループ売上高売上高売上高売上高グループグループグループグループ売上高売上高売上高売上高)))))))) （（（（65,76665,76665,76665,766）））） （（（（68,66068,66068,66068,660）））） （（（（104.4104.4104.4104.4））））

売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益 27,58927,58927,58927,589 29,56329,56329,56329,563 107.2107.2107.2107.2

販管費販管費販管費販管費販管費販管費販管費販管費 24,30024,30024,30024,300 26,04326,04326,04326,043 107.2107.2107.2107.2

営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益 3,2893,2893,2893,289 3,5203,5203,5203,520 107.0107.0107.0107.0

経常利益経常利益経常利益経常利益経常利益経常利益経常利益経常利益 3,2973,2973,2973,297 3,4403,4403,4403,440 104.3104.3104.3104.3

純利益純利益純利益純利益純利益純利益純利益純利益 1,2631,2631,2631,263 1,5261,5261,5261,526 120.8120.8120.8120.8

((((((((のれんのれんのれんのれん償却前純利益償却前純利益償却前純利益償却前純利益のれんのれんのれんのれん償却前純利益償却前純利益償却前純利益償却前純利益)))))))) （（（（1,7491,7491,7491,749）））） （（（（1,9901,9901,9901,990）））） （（（（113.8113.8113.8113.8））））

売上高448億円（前年同期比＋6.7％） グループ売上686億円（前年同期比＋104.4％）

営業利益35億円（前年同期比＋7.0％） （チムニー単体＋チムニーＦＣ＋紅フーズ売上)

純利益15億円（前年同期比＋20.8％） 単位（百万円）
（%）



2012年度年度年度年度 財財財財務状況務状況務状況務状況（（（（バランスシートバランスシートバランスシートバランスシート））））
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2011201120112011年年年年12121212月期月期月期月期 2012201220122012年年年年12121212月期月期月期月期 前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比

流動資産流動資産流動資産流動資産流動資産流動資産流動資産流動資産 10,02210,02210,02210,022 8,6598,6598,6598,659 △△△△1,3631,3631,3631,363

固定資産固定資産固定資産固定資産固定資産固定資産固定資産固定資産 21,67021,67021,67021,670 21,52321,52321,52321,523 △△△△146146146146

流動負債流動負債流動負債流動負債流動負債流動負債流動負債流動負債 9,4119,4119,4119,411 9,8679,8679,8679,867 456456456456

固定負債固定負債固定負債固定負債固定負債固定負債固定負債固定負債 10,10610,10610,10610,106 9,5179,5179,5179,517 △△△△588588588588

純資産純資産純資産純資産純資産純資産純資産純資産 12,17512,17512,17512,175 10,79710,79710,79710,797 △△△△1,3771,3771,3771,377

総資産総資産総資産総資産総資産総資産総資産総資産 31,69231,69231,69231,692 30,18230,18230,18230,182 △△△△1,5091,5091,5091,509

総資産301億円（前年同期比△15億円）

負債193億円（前年同期比△1億円）

純資産30億円（前年同期比△13億円）

単位（百万円）
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ご清聴ありがとうございました
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注意事項

この説明会資料に掲載されている、現在の計画、見通し、戦略などのうち、歴

史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、リスクや不確定な

要素を含んでおります。これらは、現在入手可能な情報から得られた当社の判

断に基づいたものであり、実際の業績等は、さまざまな要因により、見通しと大

きく異なる結果となりうることをあらかじめご了承ください。

掲載内容には細心の注意を払っておりますが、当社および情報提供元は、情

報の完全性、正確性、確実性、有用性、その他の保証を行うものではありませ

ん。掲載された情報の誤りによって生じた障害等に関して、当社は事由の如何

を問わず一切責任を負いません。

なお、この説明会資料は投資勧誘を目的としたものではありません。実際の投

資の際は、当情報に全面的に依拠することなく、皆様ご自身のご判断でお願い

申し上げします。


