
売上高 46,100百万円 営業利益 2,700百万円 親会社株主に帰属する当期純利益1,400百万円

第2四半期 11.5円

期末
（予定） 11.5円

合計
（予定） 23円

（単位：百万円）
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売上高 親会社株主に帰属する
四半期純利益

第11期
1株当たり配当金

営業利益

第11期通期業績予想

● 	悪天候や自然災害の影響による来店客数の減少が響き、売上高は前年同期比2.5％の減少
● 	原材料価格の高騰や人手不足の影響も受け、営業利益は前年同期比27.9％の減少
● 	営業利益の減少および減損損失の増加などにより、親会社株主に帰属する四半期純利
益は前年同期比44.7％の減少

●1株当たり配当金は、株主の皆様への継続的な安定配当を目指し、期初計画通り

第2四半期
決算の
ポイント

※第9期より決算期を変更しております。
※第9期第2四半期は、第10期第2四半期や第11期第2四半期とは対象期間が異なります。

代表取締役社長  

和泉 學

日頃より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
また、平成30年7月豪雨、平成30年北海道胆振東部地震により被災された皆様には心よりお見舞い

を申し上げます。
当第2四半期は原材料価格の高騰、人手不足の影響、他業種を含めた競争の激化に加え、豪雨や台

風、地震といった自然災害の影響もあり、大変厳しい状況が続きました。
このような環境の下、当社グループは食の6次産業化の深耕、地産地消・地産全消の推進、さらに「食」

と「酒」のベストバランス実現による食の総合サービス産業への発展に取り組みました。下期も居酒屋
チェーンとしての新機軸を追求し、成長の道を目指して進みますので、どうぞ、変わらぬご支援をお願い
申し上げます。

FINANCIAL HIGHLIGHT業績ハイライト

ごあいさつ TOP MESSAGE

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
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2018年4月1日から2018年9月30日まで第11期 第2四半期事業報告書
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創業45年を迎えた老舗居酒屋チェーンが、チムニーグループに加わ
りました。

つぼ八は1973年札幌市に第1号店をオープン。以来「つぼ八」や「伊
藤課長」、「茜どき」、「旨居屋新八」、「牛たんささ川」などのブランドで全
国展開し、今日では海外を含め241店を運営しています。チムニーとつ
ぼ八を合わせた店舗数は約1,000店。業界でも有数の規模となりました。

関東圏を中心に展開するチムニーと、北海道に店舗が多いつぼ八は、
そもそも地域的に補完し合える関係。今後は互いの調達ルートを活か
してコストの圧縮、物流の効率化に取り組みます。

もちろん、目指すものは効率化にとどまりません。つぼ八とのコラボ
では、より大きなシナジーを発揮できると考えています。

まず、海外展開で先行するつぼ八のノウハウを活用しつつ、「世界のお
客様に価値あるものを提供する」という目標の早期実現を目指します。

また、転期を迎える居酒屋業界の中で、生き残りのためにはファミ
リー層も取り込んで来店客の増加につなげる取り組みが不可欠です。
その一環として、「肉料理のつぼ八」、「魚料理のチムニー」という互いの
強みを活かしたメニュー改善を図り、お酒だけではなく「食事を楽しむ
店」への転換を目指します。

チムニー＆つぼ八連合は、互いの業態フォーマットを活かしつつ既存
店の業態転換とともに新業態の開発も進め、1,000店規模の店舗網に
常に多くのお客様を呼び込めるブランドの構築に取り組みます。新メン
バー加入でより強くなったチムニーグループにご期待ください。

全国1,000店規模でお客様に広く支持されるブランドへ

このほどチムニーグループ入りした肉バル「D
デ

E I
イチバ

CHIBA」。イチオシは豪
快に焼き上げたTボーンステーキです。八丁堀駅から徒歩1分の好立地。会
社の同僚や気の合うお友達と賑やかに、あるいは会社帰りにお一人でゆっく
りと──気軽にお立ち寄りください。お待ちしています。

目指すはふらっと立ち寄れる気軽なお店

住所  東京都中央区八丁堀2-30-17亀島橋ビル1・2F

道産子チェーン「つぼ八」がチムニーグループに合流！
互いの強みを活かしシナジーを最大に01
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D
デ

E I
イチバ

CHIBAで
肉とワインと日本酒を03

News&Topics

▲店内は４人掛けのテーブル
席、カウンター、テラス席に、
最大20名様まで貸し切れる
2階席をご用意

News&Topics チムニーグループの
最新情報を
チェック！

「平成30年7月豪雨」の被災地へ
 義援金を拠出しました04

News&Topics

チムニーでは、「平成30年7月豪雨」の復興支援に総額500万円の拠出を決定。
日本赤十字社を寄託先として250万円を、さらに、より地域に密着した形での支
援として、被災地支援を行う社内組織「ありがとうの連鎖の会」からグループの拠点
がある地域などに250万円を寄付しました。一日も早い復興をお祈りしています。

「ありがとうの連鎖の会」を通じて被災地を支援

▲広島県呉市の
新原市長に 
目録をお渡し

2018年の忘年会はチムニーグループのお店で！
とってもおトク！

日曜
日から木曜日が

濃厚うにスープで食べる黄金海鮮鍋コースが一押し!!
●ごま豆富 ●海藻サラダ ●ズワイガニ入り刺身盛り合わせ
●濃厚うにスープの黄金海鮮鍋 ●チキングリルの青じそ風味
●フィッシュ＆チップス ●王様のローストビーフ
●チーズリゾット ●Ｗクリームのミニシュー

https://chimney-shopsearch.com/special/bounenkai/

詳細は忘年会特設サイトをご覧ください

金・土曜は

6,000円（税込）お一人様

日・月・火曜・祝日は

3,900円（税込）お一人様

水・木曜は

4,500円（税込）お一人様

チムニーといえば食の総合サービス産業
──そういわれる存在を目指して05
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ユニークな人財育成や業態開発により6次産業体制を深堀

ステーキとハンバーグの店「アッ！そうだ ステーキ」。6月に甲府駅前店、8月に水
天宮前店がオープンしました。

肉厚ワイルドステーキは、ボリュームある200g、300g、450gの定量カットで、お肉
をガッツリ食べたいお客様向けのメニューが満載です。ハンバーグは、ビーフシチュー
やソーセージ、チーズやデミグラスソースなど様々なトッピングとの組み合わせでお
楽しみいただけます。気軽に通えるお店を目指し、これからも店舗を拡大していく予
定です。ご期待ください。

名称 株式会社つぼ八
所在地 東京都中央区豊海町5番1号 豊海センタービル3階
代表者の役職・氏名  代表取締役社長　塩野入 稔 
事業内容 飲食店経営、食品加工販売、フランチャイズ事業
資本金 500百万円 
設立年月日  1982年4月2日

株式会社つぼ八の概要（2018年3月31日現在）

復興支援として獺祭
｢島耕作｣を販売し、

被災地域への支援を実施

▲

お料理全9品、
生ビールも飲める
3時間飲み放題付き

瀬戸内の恵みをお届け。
牡蠣や穴子、法楽焼きや
お好み焼きなど広島名物
料理をご堪能ください。

海賊料理と牡蠣の店
村上海賊

NEW

北海道増毛漁港から直送鮮魚
の料理の数々。豪快な甘海老
ぶっかけ階段寿司は必見です。

北海道増毛漁港直送	
遠藤水産

NEW

多彩なにぎり寿司と一品料理
は、お食事でも、おつまみとして
も堪能いただけます。

ベトナム出身の店長を配し、外国籍従業員などが
実際のお客様を前にして教育研修が行える店舗
を設け、「目の前のお客様を大切に」というチム
ニーのモットーを学んでもらっています。

すし居酒屋 両国
さかなや道場

NEW

チムニーの新入社員とマルシェグループの皆様と
で、大山甚七商店契約農家にてオリジナル芋焼酎
の原料となる｢黄金千貫｣の収穫を行いました。新業態「アッ！そうだ ステーキ」、

ガッツリ食べたい肉好きの間で話題沸騰！02
News&Topics



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 〜 H 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）。

ご注意

〒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）

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。）

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。毎年9月30日及び
3月31日の株主名簿に記載または記録された1単元（100株）以上保有の株主様が対象となります。

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：2019年1月31日（木曜日）

株主優待制度のご案内

ご優待品リスト

※写真はすべてイメージです。

※お届け期間につきまして、2018年12月22日（土曜日）から2019年1月6日（日曜日）の間
は発送作業を行いません。ご了承いただきたくお願い申し上げます。

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 ～ H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

●30年産 宮城県産だて正夢 2kg×1袋
●30年産 山形県産つや姫 2kg×1袋
●30年産 宮城県産ひとめぼれ 2kg×1袋

A �特撰米	食べ比べセット

●上州しゃももも肉×1、上州しゃもむ
ね肉×1、上州しゃもつくね×1

●すきやき用割り下×1　●チー油×1
 軍鶏農場 高崎店等で上州しゃもを

ご賞味いただけます。

E �上州しゃもすきやきセット

●220g×2パック×4箱

F �角力（SUMO）カレー（CURRY）
	 セット

●「薩摩芋焼酎」はなの舞 500ml 鹿児島県
●「泡盛」琉球泡盛 600ml 沖縄県
●「麦焼酎」ごち麦 500ml 佐賀県
●「麦焼酎」永遠の麦 500ml 鹿児島県

G �チムニー特撰こだわりの焼酎セット
●カバ ファミリアオリヴェダ ブリュット

ホーヴェ（スペイン/泡・辛口）
 リヨンコンクール金賞 750ml×1本
●レ カマリ ルージュ（フランス/赤・フルボディ）
 パリ農業コンクール金賞 750ml×1本

H �金賞受賞	スパークリング＆赤ワインセット

●リトル ビューティー ブラックエディション ソーヴィ二ヨンブラン
（ニュージーランド/白・辛口）
 サクラアワード2018ゴールド 750ml×1本
●コストデュシャトー フェレランベール2014（フランス/赤・フルボディ）
 リヨンコンクール金賞 750ml×1本

I �特撰	金賞受賞	紅白ワインセット

●5魚種7枚
B �チムニー干物セット

※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。

●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

C �両国はなの舞ちゃんこセット

※野菜、鍋は含まれておりません。

●チャーシュー約300g×2パック
●タレ50g×2パック

D �北海道産豚肩ロースの
	 特撰チャーシュー

※1個1個手作りで、ネットを巻き、焼いて、煮込
んで、じっくり味付けをして仕上げています。

※賞味期限はお届け後約10日間です。

国産 冷凍宮城県・山形県産

冷凍 北海道産 冷蔵

×2セット

株主様お食事券
2セット（10,000円分）と
引換に I と交換できます。

冷凍


