
代表取締役社長

和泉 學

株主の皆様におかれましては、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
当社グループにとって当年度上期は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響は依然として大きく、遺憾な
がら無配という判断を余儀なくされる半年間となりました。
他方、このような厳しい状況下ではありましたが、当社グループは食事業態の充実やテイクアウト・デリ

バリーの強化、お客様ニーズの変化に応えるハイブリッド業態の展開や配膳ロボット導入など、withコロナ
社会に対応した基盤づくりを一層進めることができたと捉えております。
足元ではワクチン接種進展や緊急事態宣言解除など、経済活動再開が期待される状況ともなりました。

これからも感染症対策を継続しつつ、安全安心でまた行きたくなる店舗作りに努め、売上高回復と持続的
成長を目指してまいります。引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。

ごあいさつ TOP MESSAGE
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売上高
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1,815

親会社株主に帰属する四半期純利益

第12期
第2四半期
2019.4.1-9.30

第13期
第2四半期
2020.4.1-9.30

第14期
第2四半期
2021.4.1-9.30
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（単位：百万円）

営業利益
（単位：百万円）

第12期
第2四半期
2019.4.1-9.30

第13期
第2四半期
2020.4.1-9.30

第14期
第2四半期
2021.4.1-9.30

590

△2,716

3,299

経常利益

第2四半期
決算の
ポイント

● 売上高は、新型コロナウイルス感染症の影響により前年同期比52.2％の減少
● 営業損益は、販管費43.1％減を果たしたものの大幅減収の影響を受け2,491百万円の損失
● 経常利益は、雇用調整助成金及び新型感染症拡大防止協力金により3,299百万円の黒字転換
● 親会社株主に帰属する四半期純利益は、感染症対応による損失計上後で1,815百万円の黒字転換
● 中間配当は、誠に遺憾ながら現時点では内部留保の充実が最重要課題との判断から見送り

FINANCIAL HIGHLIGHT業績ハイライト

売上高 13,200百万円 営業利益 △3,000百万円 経常利益 3,200百万円
親会社株主に
帰属する当期純利益 1,100百万円

第14期通期業績予想

詳細な財務情報につきましては、当社ホームページからご確認ください。https://www.chimney.co.jp/ir/statement.html

2021年12月号

2021年4月1日から2021年9月30日まで
第14期 第2四半期事業報告書

出会い
　語らい
憩い　
　癒し

証券コード3178



News&Topics チムニー
グループの
最新情報を
チェック！

※�配送時の事故や台風等の悪天候により荷物が豊洲に着かずに、買付できない可能性もございます。

営業時短要請、酒類提供制限もいよいよ解除。
皆様のご来店を心よりお待ちしております！

『燃えよ剣』 チムニーグループ各店
期間中は「秋刀魚の塩焼き」

「燃えよ秋刀魚の蒲焼丼」
「ヘベスサワー」など、秋の
味覚をテーマにした特別メ
ニューをご用意し、大変好
評を博しました。

東京●はなの舞 池袋西口公園前店
京都●旅籠茶屋 池田屋 はなの舞『薄桜鬼 真改』 はなの舞

京都 池田屋跡地にある
「旅籠茶屋 池田屋 はな

の 舞」と“新 選 組”を
テーマにしたオトメイト
のゲーム『薄桜鬼 真改』
とのコラボを開催中。

卓上で焼く楽しさと共に新鮮なお
刺身から活貝、旬のお料理まで！

豊丸水産

希少な軍鶏のモモ肉とムネ肉の
食べ比べをお楽しみください。

軍鶏農場

レトロな空間で名物オムライスな
ど本格洋食の数々をどうぞ。

66DINING
六本木六丁目食堂

串焼きに加え、ステーキ・餃子など
熱々鉄板料理をお楽しみください。

こだわりやま

時間と鮮度にこだわって
仕入れた旬の魚を、刺身を
はじめ素材を活かした料
理でご提供しています。

さかなや道場

じっくり煮込んだ肉豆冨
は、ご飯はもちろんお酒と
の相性も抜群。独自開発
した大衆食堂です。

安べゑ

厳選された旬の食材で調
理した四季折々の味をご
提供。店内で捌いた魚は鮮
度抜群です！

海鮮居酒屋
はなの舞

居心地良い空間
の中、プロの目利き
による上質な焼肉
をリーズナブルな
価格でご提供して
います。

焼肉 牛星

からあげ専門店
千ちゃん

淡路島の藻塩
と秘伝のタレに
漬けこんだ自慢
の揚げたてから
あげはボリュー
ムも満点です！

タイアップ企画では期間限定の特別メニューをご提供

安全安心な

お店づくりを継続しながら

味の魅力アップ 旬旬な新メニュー＆
充実した食事メニューを
どうぞお楽しみください！

買参権とは、生産者が市場に水揚げした魚介
類を、卸売人を通じて購入する権利のことを指
します。当社では、豊洲市場開設時より買参権
を保有し、各地の鮮魚をお得に入手する体制を
取っています。
季節毎に魚種と産地を選び、旬をお届けします。
当社ではサステナビリティ経営の実現に向け、

これからもビジネスモデルの強化を機動的に進
めていく方針です。

■おすすめ鮮魚の仕組み

当 日

産地
豊
洲
市
場

店舗

地方市場

荷主

出荷 AM3:30
集荷

センター
経由

出荷

出荷

当社
予約

情報
買付

前 日

各地の荷主、地方市場等の
出荷情報を収集し、

「お得なおすすめ鮮魚」を選定

指定した魚種、産地、サイズの鮮魚を
希望数量確保が可能

予約買付で新鮮・お得！豊洲市場の買参権を保有しているチムニーだからできる鮮魚の仕入れ！
これまでよりもさらに新鮮なお魚をお客様にご提供！

買付の当日の
納品可能

コロナ禍におけるお客様への取
り組み強化の一環として、からあげ
専門店�千ちゃんでは「キッチン
カー」を導入しました。はなの舞の
店舗前や、スーパーマーケット、ア
ミューズメント施設などで、運行・
営業中です。見かけた際はどうぞ
お気軽にご利用ください。

からあげ専門店 千ちゃん「キッチンカー」導入

さかなや道場の生まぐろは、一度も冷凍せずに店舗へ納品しています。細胞が破壊されておらず、
旨み成分や水分が外に出づらく、しっとりした食感と濃厚な旨みをお楽しみいただけます。量り売りで
お好きな分だけどうぞ心ゆくまでご堪能ください！

一度も冷凍していない生まぐろを量り売り

テイクアウトメニュー提供やキッチンカー
を運行するからあげ専門店�千ちゃんでは、
植物由来ハイブリッド
耐熱素材で作られ
た地球環境に優
しい容器を採用
しています。

環境に配慮した容器の採用

サステナビリティ経営の推進

梱包し店舗に配送国内の加工場で捌きますすぐに氷で冷やし込むインドネシアなどで水揚げ

生まぐろの
生まぐろのご提供ご提供

焼肉�牛星ではお客様の様々なお声を活かすべ
く、2021年11月にメニューを刷新しました。また、
駅前好立地での他業態を併設したハイブリッド店
舗にも着手。ますます美味しく新しくなる焼肉�牛星
をどうぞお楽しみください。

牛星のメニューが
さらに美味しく新登場！

お好きな分だけ食べられる！

豊かなコクと辛味がクセになる牛星オリジナルの旨辛醬（ジャン）
ヤギジャン

店舗で
販売中！



2021年9月末株主様への株主優待制度に関するお知らせ 

株主メモ

事 業 年 度 4月1日から3月31日まで

剰 余 金 の 配 当の
基 準 日 毎年事業年度末、毎年9月30日

上 場 証 券 取引所 東京証券取引所市場第一部

証 券 コ ー ド 3178

単 元 株 式 数 100株

定 時 株 主 総 会 毎年6月

株 主 名 簿 管 理 人 
特別口座管理機関

三菱UFJ信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

（同連絡先）

三菱UFJ信託銀行株式会社�証券代行部
東京都府中市日鋼町1-1　
�0120-232-711

郵送先
〒137-8081　新東京郵便局私書箱第29号�
三菱UFJ信託銀行株式会社�証券代行部

公告の方法

電子公告により行う
公告掲載URL
https://www.chimney.co.jp/
enterprise/koukoku/index.html
（ただし、電子公告によることが出来ない事
故、その他のやむを得ない事由が生じたとき
は、日本経済新聞に公告いたします。）

〒130-0026��東京都墨田区両国3-22-6�雷電ビル6・7・8階

当社は、株主の皆様の日頃のご支援に感謝するとともに、当社店舗の魅力を、株主様
をはじめとする皆様に体感いただくことを目的とし、株主優待制度を実施しております。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い、株主様のご利用機会確保を目的とし

て、当社株式を100株以上499株まで保有する株主の皆様には、枚数制限なくご利用
いただけるお食事券3,000円分に変更いたしました。また、500株以上保有する株主の
皆様に対しても遜色なくご利用いただけますよう、下記の内容にてご案内申し上げます。

お問合せ：株主様ご優待事務局　TEL. 03-5839-2600（総務部）　https://www.chimney.co.jp/ir/stock_02.html

ご優待内容

対象株主様 ご優待内容

100株以上499株まで保有の株主様 株主様お食事券 3,000円分 （500円券を6枚）

500株以上保有の株主様 株主様お食事券 15,000円分 （500円券を30枚）

ご利用方法

店舗でのご飲食に加え、テイクアウトの
お弁当などでもご利用いただけます。
その他のご利用方法については、お食事券
裏面の記載内容をご確認ください。
優待品との交換はございません。

有効期限 2022年6月30日

（注）�・枚数制限はございません。・つぼ八の店舗ではご利用いただけません。

店内・厨房内の
定期的な消毒を
実施しております。

定期的に
十分な換気を
行っております。

パーテーション、個室、
お席の配置等での

対策を実施しております。

従業員の検温、
健康チェックを
徹底しております。

勤務中の
マスクの着用を
実施しております。

定期的に、
正しい手洗いと消毒を
実施しております。

　　　　　 での
をお願いいたします。

　　　　　  を開けての
着席にご協力ください。

                 での  　　は
ご遠慮ください。

　　　　 の
お客様の
ご入店は
ご遠慮
いただきます。

体調不良入店時の
　　　　　 と
        にご協力を
お願い
いたします。

アルコール消毒

一定の間隔 大きな声 会話

検温

お食事中以外 マスクの着用

店舗での感染症対策を継続
チムニーグループの各店舗では、精いっぱいの「おもてなし」
で皆様の「出会い」「語らい」「憩い」と「癒し」のお手伝いがで
きればと願い店舗を運営しています。その上でお客様と従業
員の安全を最優先し、下掲の「安全安心宣言!!」を励行して
います。お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解ご
協力をお願い申し上げます。

※下記権利確定分の有効期限を延長
2020年3月末権利確定分（有効期限2021年3月31日と記載）及び
2020年9月末権利確定分（有効期限2021年6月30日と記載）の株
主優待券は、2021年12月31日まで有効期限を延長しております。


