
●シャトーマルキデボワ
2012(赤･フランス)／
[金 賞]パリ農 業コン
クール2013
●シャトーオーブーシェ
ル2011(赤･フランス)

／[金賞]パリ農業コンクール2012
●シャトーオーバルダン2012(赤･フランス)／ 
[金賞]パリ農業コンクール2013
●ウルフブラス シャルドネ(白･オーストラリア)／サ
ンフランシスコインターナショナルワインコンペ
ティション2015『ワイナリー オブ ザ イヤー』
●アンターニョ レゼルヴァ(赤･スぺイン)／[銀賞]イ
ンターナショナル ワイン アンド スピリッツ2013、
チャレンジ インターナショナル デュ ヴァン2013
●シードル コネタブル(発泡甘口･フランス)／ 
[金賞]パリ農業コンクール2014(750ml×各1本)

産地直送

産地直送

冷凍

冷凍

冷凍

株主優待制度のご案内

業績ハイライト FINANCIAL HIGHLIGHT

当社の魅力を、株主様をはじめとする皆様に体感いただけますよう、株主の皆様を対象にご優待をさせていただいております。皆様お誘い合
わせの上、当社店舗でのご飲食や優待品をお楽しみいただき、当社の魅力を広くご理解いただきたく是非ご活用ください。

①100株以上499株まで保有の株主様
株主様お食事ご優待券500円券を10枚

（お1人様1回のお食事につき、1枚利用可能）
または、下記記載のご優待品（当社オリジナル商品）

②500株以上保有の株主様
株主様お食事券500円券を30枚（利用制限なし）
または、下記記載のご優待品（当社オリジナル商品）
※お食事券の全部または一部と代替可能

ご優待の
内容

「ご優待品」をご希望の株主様は、下記ご優待品リストをご覧い
ただき、同封の「株主優待品申込書」に必要事項をご記入の上、
ご希望の「ご優待品」と同等額の「株主様お食事券もしくは株主
様お食事ご優待券」と一緒に同封の「株主様ご優待事務局」行の
返信用封筒にてお申し込みください。

ご優待品申込期限：2016年9月30日（金曜日）

ご優待品リスト

第7期
（2014年12月期）

第8期
（2015年12月期）

第9期
（2017年3月期）

■第2四半期　■通期

47,78646,564

22,682 22,949

62,900
（予想）

23,165

（単位：百万円）

第7期
（2014年12月期）

第8期
（2015年12月期）

第9期
（2017年3月期）

■第2四半期　■通期

3,6293,430

1,517 1,577

4,700
（予想）

1,536

（単位：百万円）

第7期
（2014年12月期）

第8期
（2015年12月期）

第9期
（2017年3月期）

■第2四半期　■通期 （単位：百万円）

1,9681,796

780 880

2,450
（予想）

764

第7期
（2014年12月期）

第8期
（2015年12月期）

第9期
（2017年3月期）

■第2四半期　■通期 （単位：円）

25 23

10
5

記念配当

10 11.5

11.5

28.75
（予想）

11.5

17.25
（予想）

売上高 親会社株主に帰属する
四半期（当期）純利益

営業利益 1株当たり配当金

※1 第9期通期は15ヶ月間の数値です。　
※2 第7期通期の1株当たり配当金につきましては1株当たり5円の記念配当を含んでいます。

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。http://www.chimney.co.jp/ir/statement.html

● 	新店が好調で、売上高は前年同期比で0.9％増加しました。
● 	6次産業化の推進による仕入れの継続的な効率化などにより、売上総利益率は前年同
期比0.6ポイント改善しました。

● 	新本社および新本店への移転費用計上や直接人件費の上昇などがあり、営業利益、経常
利益、親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期比でそれぞれ減益となりました。

第2四半期
決算の
ポイント

お問合せ：株主様ご優待事務局　TEL. 03-4330-3114（受付時間：土・日・祝日等を除く平日10：00〜17：00）

●100株以上499株まで保有の株主様はご優待品リスト A 〜 G のうち1品をお選びいただけます。 ●500株以上保有の株主様は、最大株主様お食事券3セット（15,000円分）の範囲内で
ご優待品リストの A 〜 I より、組み合わせを自由にお選びいただけます。 ●お申込み後のご優待品の変更はご容赦願います。 ●ご優待品は、同封の「株主優待品申込書」とお選びいただ
いたご優待品と同等額の、今回同時に送付した株主様お食事券もしくは株主様お食事ご優待券をご返送いただいた株主様にお届けいたします （送料無料）。 ● E 新米 食べ比べセットは、今
秋収穫後(平成28年10月21日以降)にお届けします。

ご注意

株主様お食事券1セット（5,000円分）もしくは
株主様お食事ご優待券1セット（5,000円分）と
引換に A ～ Gのいずれか1つと交換できます。

も
し
く
は

×1セット ×1セット ×2セット

株主様お食事券2セット（10,000円分）と引換
に H・ I のいずれか1つと交換できます。

※写真はすべてイメージです。

A �チムニー干物セット

●5魚種7枚

E �新米 食べ比べセット

●28年産 北海道産
ゆめぴりか 2kg×1袋
●28年産 山形県産
つや姫 2kg×1袋
●28年産 宮城県産
ひとめぼれ 2kg×1袋

H ��コンクール受賞ワイン6本セット

B �島根県隠岐諸島海士町 イカざんまいセット

●寒シマメ丸ごと凍結×2P
●寒シマメげそ唐揚げ×1P 
●寒シマメ上身唐揚げ×1P 
●寒シマメ肝醤油漬け×2P
●寒シマメしゃきしゃき漬
け×2P

F ��両国 勝負最中
●20個

C �両国はなの舞ちゃんこセット

●信玄鶏もも肉 ●つくね 
●国産黒豚スライス 
●塩ちゃんこスープ 
●ラーメン ●信玄鶏手羽先

G ��北海道産豚肩ロースの特撰チャーシュー

●チャーシュー約300g
×2パック
●タレ50g×2パック

冷蔵北海道産

I ��本場熊本直送馬刺し盛り合わせ

●馬刺し4種「霜降り」
「赤身」「フタエゴ」
「コウネ」

●「馬刺しのタレ」
（7〜8人前）

冷凍
国産

※魚種は漁・季節によっ
て変わります。

※独自の特殊な製法で
加工したオリジナルの
干物セットです。

※京都太秦の｢木下菓匠｣
の職人が選んだ北海道
産の小豆を粒あんに
し、宮城県産もち米で
焼き上げた皮で包んだ
風味豊かな最中です。

※1つ1つ手作りで、ネット
を巻き、焼いて、煮込ん
で、味付けをしました。

〒111-0052　東京都台東区柳橋二丁目19番6号 柳橋ファーストビル 3階
TEL. 03-5839-2600（代表）

当事業年度より決算期（事業年度の末日）を12月31日か
ら3月31日に変更しました。決算期変更の経過期間となる
当事業年度は、2016年1月1日から2017年3月31日まで
の15ヶ月決算となります。それに伴い、株主優待制度の基
準日を右記のとおり、本年度に限り1事業年度3回に変更い
たします。

決算期変更に伴う株主優待制度変更のお知らせ 株主名簿の記載日 100株以上499株まで保有の株主様 500株以上保有の株主様

2016年6月30日 お食事ご優待券500円券を10枚
（5,000円分）

お食事券500円券を30枚
（15,000円分）

2016年12月31日 お食事ご優待券500円券を10枚
（5,000円分）

お食事券500円券を30枚
（15,000円分）

2017年3月31日 お食事ご優待券500円券を5枚
（2,500円分）

お食事券500円券を15枚
（7,500円分）

決算期変更に伴う当事業年度のスケジュール（予定）

第9期定時株主総会
株主優待発送(末日頃)

第10期第1四半期

2017年
4月 5月 6月

第9期決算発表

第9期第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第5四半期

中間配当･株主優待
基準日(末日)

第2四半期決算発表

株主優待
発送

(末日頃)

第3四半期決算発表

株主優待
基準日
(末日)

期末配当･
株主優待

基準日(末日)

2016年
1月 2月 3月 4月 7月 10月 2017年

1月5月 8月 11月 2月6月 9月 12月 3月

第9期第1四半期決算発表 第4四半期決算発表

株主優待
発送

(末日頃)

証券コード3178

第9期 第2四半期事業報告書
2016年1月1日から2016年6月30日まで

チムニーレポート

2016年
9月号

D �こだわりの焼酎セット
● はなの 舞「 芋 焼 酎 」
500ml 鹿児島県 ●黒
泉仙「麦焼酎」600ml 
佐賀県 ●醇醸麦「全麦
焼酎」500ml 大分県 ●

陶器製オリジナル焼酎
グラス各種

※野菜、鍋は含まれてお
りません。

北海道・山形県・宮城県産

熊本直送
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3次産業 店舗販売

チムニーは、地産地消・地産全消を掲げるとともに、
1次産業⇒2次産業⇒3次産業という流れを一気通貫で自社展開する「6次産業化」を目指しています

チムニーいち押しの新業態「串焼・旬菜 炭火やきとり さくら」。
3月の1号店オープン以来、年度内30店、早期に200店舗規模ま
での拡大を目指し、全国展開を加速しています。

こだわりは、国産ブランド鶏を店内で串打ちし、土佐備長炭で、
風味豊かにふっくら焼き上げるやきとりメニュー。1本150円ほどで

「とっても美味しいのにリーズナブル！」と人気急上昇中です。
もちろん、味や値段ばかりではありません。和モダンで落ち着い

た雰囲気の店内、釜飯など食事メニューやカクテル充実のドリンク
メニューなどの工夫で女性も利用しやすいお店になっています。飲
み会はもちろん、女子会やデートにも最適です。ぜひ一度ご来店く
ださい。

国産ブランド鶏と備長炭炭火焼が自慢
新業態「串焼・旬菜 炭火やきとり
さくら」が全国展開を加速中！

長年ご愛顧いただいた「大江戸八百八町 花の舞 両国国技館前
店」が閉店し、4月に「両国八百八町 花の舞 江戸東京博物館前店」と
して移転・新装オープンしました。開店以来、相撲と江戸情緒が体験
できるアミューズメント居酒屋として、国内はもちろん海外のお客様か
らも好評をいただいています。

お店の真ん中には、相撲協会監修の本物の土俵を設え、相
す も う じ ん く

撲甚句、
櫓太鼓などのイベントも開催中です。元力士による取組は、巨体がぶ
つかる迫力と、真剣勝負の気迫が圧巻です。間近で見ながら食する
ちゃんこ鍋はまた格別。両国観光の際には気軽にお立寄りください。

チムニーグループの最新情報をチェック！チムニーが目指すところ

川上から川下まで、
食の6次産業化企業として

お客様に新しい価値を提供し続けよう

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。
チムニーグループでは、価値あるものをお客様に提供できるよう6次産業化と地産地消の

推進に積極的に取り組んでおります。今年3月、東京都中央卸売市場内に大田市場チム
ニー株式会社を設立し、水産物調達網の強化と関東エリアへの活魚・活貝・活イカ配送
の構築を進めました。さらに、羽田空港直結の鮮魚センターである「羽田市場」の「超
速鮮魚Ⓡ」の活用を開始し、漁港直送鮮魚の調達を一層拡大しました。また、新業態「串
焼・旬菜 炭火やきとり さくら」を開発し、さらなる成長に向け取り組んでおります。

今後とも、皆様の一層のご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

トップメッセージ

本物の土俵と旨いちゃんこ鍋の店
新本店「両国八百八町 花の舞 江戸
東京博物館前店」が新天地でグランド
オープン！

事 業 年 度 4月1日から3月31日まで
※第9期は、2016年1月1日から2017年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
※第9期の中間配当基準日は、2016年6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 ）〒137-8081　
東京都江東区東砂七丁目10番11号
三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部

0120-232-711
（受付時間：土・日・祝日等を除く 平日9:00〜17:00）

公 告 の 方 法 電子公告により行う
公告掲載URL　http://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。）

株主メモ

▲ 和モダンな雰
囲気で、お客
様にくつろぎ
のひとときを

ももネギ間串

▲

▲炭火で焼き上げるから、甘みが
凝縮されて、とってもジューシー

▲店内中央の升席より土俵を望む

▲両国情緒満載の店内に
約500席を備える

1次産業 生産

漁業権や買参権、自社
船舶を活用し、鮮魚・活
魚の直送体制を展開し
ているほか、畜産や農
産にも取り組み、新鮮
な独自の素材を仕入れ
ています。

安全・安心な
独自素材の調達

2次産業 加工

漁業権･買参権を活用して
仕入れた商材をバックキッ
チンで加工。新潟で当社
バイヤーが仕入れ⇒一尾
ずつ丁寧に捌く⇒オリジナ
ル西京味噌に漬け込む⇒
各店舗に配送。株主様用
優待品の干物もバックキッ
チンで製造しております。

鮮度と品質の追求

地域ならではの食材や伝統文化を活かし
た店舗で、サービス力と商品力を磨き「新
しい価値」の創造と提供を目指しています。

地域密着の店舗運営を進め、
「新しい価値」の創造と提供
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