
売上高 44,200百万円 営業利益 2,000百万円 親会社株主に帰属する当期純利益 700百万円

第2四半期 11.5円

期末
（予定） 11.5円

合計
（予定） 23.0円

（単位：百万円）

22,998 22,413

第10期
第2四半期
2017.4.1-9.30

第11期
第2四半期
2018.4.1-9.30

21,355

第12期
第2四半期
2019.4.1-9.30

1,404

1,012

（単位：百万円）

第10期
第2四半期
2017.4.1-9.30

第11期
第2四半期
2018.4.1-9.30

543

第12期
第2四半期
2019.4.1-9.30

761

421

（単位：百万円）

第10期
第2四半期
2017.4.1-9.30

第11期
第2四半期
2018.4.1-9.30

170

第12期
第2四半期
2019.4.1-9.30

売上高 親会社株主に帰属する
四半期純利益

第12期
1株当たり配当金

営業利益

第12期通期業績予想

● 売上高は、既存店売上高実績が計画数値を下回ったことなどにより前年同期比4.7％の減少
● 営業利益は、販管費は減少したものの売上減の影響を受け46.4％の減少
● 親会社株主に帰属する四半期純利益につきましても、主として売上減の影響を受け59.6％の減少
● 中間配当は、株主の皆様への継続的な安定配当を目指し1株当たり11.5円と期初計画を維持

第2四半期
決算の
ポイント

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。
当第2四半期における当社グループは、天候不順による影響、お客様の嗜好・行動パターンの変化へ

の対応の遅れなどにより厳しい状況が続きました。チムニーが直面する課題を克服するためにも、お客
様の新しいニーズを捉えた「寿司居酒屋」・「餃子道場」など、食事メニューを充実させた業態の店舗を
増加させるなど、業態開発と既存店の立て直しに積極的に取り組んでおります。

引き続き、お客様から「ありがとう」をいただくため、人財の教育訓練に注力し、一層のサービスレベル
向上に努めてまいります。今後とも、皆様のご支援、ご鞭撻を賜りますよう心からお願い申し上げ 
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

証券コード3178

出会い
　語らい
憩い　
　癒し

2019年12月号

2019年4月1日から2019年9月30日まで
第12期 第2四半期事業報告書
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忘年会はチムニーグループ忘年会特別宴会コースで！

和牛肉鍋コース フカヒレ海鮮鍋コース

ジンギスカン
酒場

新鮮なラムはオーストラリアやニュージーランド
の生ラムを使用。臭みがなく高たんぱく質、低脂肪
なヘルシーなお肉で、女性の方にもおすすめです。

串カツ
餃子酒場

種類豊富なアツアツの串カツと、ジューシーな肉
汁が口いっぱいに広がる肉汁餃子。どちらも一
度食べたら忘れられない味です。

静岡劇場
静岡名物の美味しいものをリーズナブルな価格
で楽しめる静岡劇場。ご当地グルメの静岡おで
んや、新鮮な魚介料理をお楽しみください。

ダイナー
昼は生パスタとふわふわパンケーキ、夜はクラフトビール
やワイン、たっぷりチーズがとろりと溶け出すシカゴピザや
とっておきのアラカルトで楽しい時をお過ごしください。

NEW お酒も食事も楽しめる個性豊かなお店が続々登場！

生ラム ジンギスカン酒場
名古屋伏見店 酒・肴・肉 静岡劇場 静岡御幸町店

BEADS DINER pancake & pasta 浅草橋店串カツ餃子酒場 上大岡店

ハニーナッツパンケーキジャンボ餃子

貝3種盛合せ

シカゴピザ串カツ14本盛り

静岡おでん

ラム4点
盛合せ

ラム
チョップ

忘年会はチムニーで年忘れ！！

●黄金カレイの唐揚げキノコあんかけ
●柔らかポークのトマトグラタン 
●王様のローストビーフ

●カニ真薯（しんじょ） 
●生ハムと紅くるりのサラダ
●アワビ入り刺身4種盛り

お料理全8品 お料理全8品
日～木曜限定コース

●チーズたっぷりシーザーサラダ
●天ぷら盛り合わせ
●鶏もも肉の甘味噌焼き

●鮭のグラタンデニッシュピザ
●王様のローストビーフ
●海老といくらの棒寿司

豪華鍋でキメる！ コスパ最強への挑戦！4,500円お一人様
（税込） 3,900円お一人様

（税込）

選べる鍋 （1つ2品お選びください） 選べるメイン（2品お選びください）
●❶鹿児島県産和牛の肉鍋+うどん
❷フカヒレ入り海鮮鍋+雑炊

●❶海鮮塩ちゃんこ鍋
●❷肉3種盛り（牛タンロースト・鶏たたき・豚スペアリブ）
●❸ズワイガニと刺身3種盛り 

現在プラスチックゴミの廃棄が世界的な問題になっています。このような問題に対しチムニー
では、環境保全、生態系への配慮から店舗でのプラスチックストローの提供を中止しておりま
す。また「アルコール飲料」と「ノンアルコール飲料」の誤提供・誤飲を防ぐため、ストローに代わ
りリユース可能な「ノンアルコールマドラー」をソフトドリンクのグラスにつけて提供しています。

使い捨てストローの使用を中止
チムニーの環境へ配慮した取り組み

ご提供
イメージ

ノンアルコール
マドラー

電話  03-5989-0342　 URL  https://www.chimney.co.jp/cgi-bin/shopsearch/shopinfo.cgi?equal5=1241
住所  東京都新宿区西新宿1-1-1 新宿パレットビル 10F 新宿駅徒歩1分
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の海産物など道産食材を前面に押し出したチムニーの 
 新業態「北海道 増毛漁港 遠藤水産」。2018年にスタートし、北海道で 
  現在7店舗を手がけ、この7月、いよいよ東京・新宿駅より徒歩1分の好立地

に本州一号店をオープンしました。
  　今回の出店は、北海道食材を全国へ広めるための第一歩。北海道小

お

平
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ちょう

漁
師さん直送活帆立が特に人気の商品です。

  　遠藤水産業態は、地元のお客様から訪日観光客まで客層が幅広く、道内で
はチムニーの業態の中でトップクラスの売上を誇る人気店舗。今後も多店舗
展開を進めていきます。

東京を起点に北海道ブランドを全国へ

「北海道 増毛漁港 遠藤水産
 新宿西口パレット店」がオープン

北海道の味が鮮度抜群で東京へ上陸！

2019年3月からチムニーグループのお店でスマホ決済サービスPayPayの導入がスタートしました。 
11月現在、全国332店舗でご利用いただくことが可能です。

PayPayをはじめとするスマホ決済アプリは、クレジットカードがなくてもスマホで支払いができる簡単・
便利なキャッシュレス決済サービス。近年は居酒屋でも利用が増えています。チムニーではLINE Pay、d払
い、楽天ペイ、支付宝(アリペイ)、WeChatPayも導入済みで、今後もスマホ決済あるいはキャッシュレス決済の
導入拡大を通じ、お客様の利便性の向上、店舗運営のさらなる効率化を目指します。

PayPay、�LINE�Pay、d払い、楽天ペイ、支付宝（アリペイ）、WeChatPayが利用できます。
サービス強化の一環としてスマホ決済を積極導入

スマホでお支払いＯＫです！

チムニーグループ
の最新情報を
チェック！News&Topics

「北海道 増毛漁港 遠藤水産」はここが自慢

魚介はもちろん野菜も北海道からの直
送で、大自然が育んだ北の味覚を余すこ
となくお届けします。徹底的に鮮度にこ
だわった旬の食材をご堪能ください。

　　　　　 へのこだわり
多種多様なお集まりにご利用いただけ
るよう、個室も含め様々なタイプのお席
をご用意しています。快適な空間でゆっ
たりとした時間をお過ごしください。

　　　　へのこだわり
限定酒「漁師のちから水」など増毛町・国稀
酒造による北海道ならではの地酒、夕張メ
ロンサワーや函館ガラビーなど、北海道が
味わえるドリンクを多数ご用意しています。

　　　　　　　　へのこだわり北海道食材 空間ご当地ドリンク

・上記コースを取り扱っていない店舗がございます。　・詳しくは同封の店舗一覧を参考に、ご利用店舗までお問い合わせください。



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）

〒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）
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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：2020年1月31日（金曜日）

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、2019年12月26日（木曜日）から2020年1月8日（水曜日）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 ～ F 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

A �特撰米 食べ比べセット
●2019年産 北海道産
 ゆめぴりか 2kg×1袋
●2019年産 山形県産
 つや姫 2kg×1袋
●2019年産 宮城県産
 ひとめぼれ 2kg×1袋

株主様お食事券2セット
（10,000円分）と引換に

G と交換できます。

G �特選：金賞受賞ワイン2本セット
●リトルビューティ ブラックエディション
 ソーヴィニヨンブラン 750ml ニュージーランド（白・辛口）
 サクラワインアワード2018 ゴールド受賞
●1865セレクテッドヴィンヤーズ
 カベルネソーヴィニヨン2017 750ml チリ（赤・ミディアムボディ）
 サクラワインアワード2019 ゴールド受賞

B �チムニー漬け魚セット

F 金賞受賞ワイン2本セット
●タマリ スペシャルセレクション 

シャルドネ 750ml アルゼンチン
（白・辛口） サクラアワード2019 

ゴールド受賞
●シャトー ムーラン ド マレ ボルドー

ルージュ2015 750ml フランス
（赤・ミディアムボディ） ボルドーコ

ンクール2016金賞受賞

×2セット

宮城県産

北海道産

山形県産 冷凍

●3魚種9品
 （西京漬け・酒粕漬け・
  ゆず醤油漬け）
※独自の特殊な製法で加工した
 オリジナルの漬け魚セットです。

C �両国はなの舞ちゃんこセット

冷凍

●信玄鶏もも肉×1
●つくね×1
●国産黒豚スライス×1
●塩ちゃんこスープ×1
●信玄鶏手羽先×1
●ラーメン×2
※野菜、鍋は含まれておりません。

D �北海道産豚肩ロースの特撰チャーシュー

北海道産

冷蔵

●チャーシュー約300ｇ×2パック
●タレ50ｇ×2パック
※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。

E �チムニー特撰こだわりの焼酎セット
●「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
●「永遠の麦」 500ml 鹿児島県

●100株以上499株まで保有の株主様はご優待品リスト A 〜 F 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 〜 G 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。 ●お届け期間は、ご注文後約1ヶ月となります。 
●お届け日のご指定はできかねます。●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
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