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第13期 第2四半期事業報告書
2020年4月1日から2020年9月30日まで
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F INA N C I A L H I G HLIG H T

● 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71.3％の減少

● 営業損益は、
経費削減に努めたものの大幅減収の影響を受け3,761百万円の損失

第2四半期
決算の
ポイント

● 経常損益は、
雇用調整助成金の計上により2,716百万円の損失

● 親会社株主に帰属する四半期純損益は、
感染症対応による特別損失により3,379百万円の損失
● 中間配当は、
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
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第13期通期業績予想

4,500百万円

営業利益 △

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

4,500百万円

親会社株主に帰属する当期純利益 △

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

ごあいさつ

TO P MES S AG E

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。
当年度上期における当社グループは、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う営業自粛の影響により、
大きな痛手を受けました。緊急事態宣言が解除され、営業は再開したものの、勤務スタイルの変化、外
出や会食の自粛などにより厳しい状況が続いています。
コロナ禍が業績に与える影響は大きく、財務体質強化の必要性から、誠に遺憾ながら剰余金の中間
配当・期末配当予想を無配とさせていただくこととしました。経営者として心よりお詫び申し上げます。
下期については、感染症対策を継続しつつ、Go Toキャンペーンなど需要喚起策による効果、withコ
ロナに対応した新業態への転換促進などにより売上高回復に邁進してまいります。一層の効率経営にも
努め、早期の黒字転換、配当再開を目指しますので、
引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長

和泉 學

News &Topics

チムニー
グループ
の
最新情報
を
チェック！

「GoToトラベル」
「GoTo Eat」キャンペーン
チムニーの店舗でご利用が可能です

チムニーの
「お得」
が
「もっとおトク」
に？！
Go To トラベル
（地域共通クーポン）
キャンペーン、
Go To Eat キャンペーンに
全店規模で積極的に参加し、順次スタートしております。両キャンペーンは、感染
予防対策に取り組む飲食店が登録できるサービスです。Go To トラベルでは旅
行時の地域共通クーポンが、
Go To Eatではプレミアム付食事券（購入額の25％
※
分を上乗せ）
の利用が可能。
またオンライン予約ポイントの付与も実施していま

す。
ぜひ、
この機会にチムニーでおトクな外食をお楽しみください。
※販売場所・方法は都道府県の発行事業者へお問い合わせください。

海鮮居酒屋 はなの舞
旬の鮮魚や野菜で調理した四
季折々の味を、
バラエティ豊富
なメニューで、職場の方々・ご
家族・コミュニティなど様々な
シーンでお楽しみください。店
内で捌いた魚は鮮度感を実感
いただけます。

店舗でのキャンペーンも続々開催
お客様に自慢の特産品、オリジナルメニューを楽
しんでいただくため、キャンペーンを継続実施し
ています。10月23日～ 11月5日
には宮城県石巻の「桃浦かき」
をご提供しました。年明けには
各地の食材を全国に広める、
地産全消「全国旨いもの巡り」
キャンペーンを実施予定です。

楽しいひと時をチムニーのテイクアウトとデリバリーサービスで！
新作メニューが続々登場
チムニーではwithコロナに対応し、
お客様に気軽にお家居酒屋をお楽しみいただけるよ
う、
さまざまな業態でテイクアウトやデリバリーに対応しています。X'masなどイベント目
白押しの年末シーズンを控え、新作メニューが続々登場。今年の冬はチムニーの充実のデ
リバリーラインナップで、
お家パーティーをお楽しみください。皆様のご注文をお待ちして
います。

通販サイト
「チムニーマーケット」を
新たに開設

チムニーアプリで
お得な情報をゲット
アプリでは会員登 録、
お気に入りの店舗の登

おうちで楽しむ山海の幸づくし

録でクーポンを利用で

新鮮で美味しい海産物、お肉、野菜やチムニーなら

きます。店舗検索で近

ではの逸品が購入できる、通販サイト
「チムニーマー

くのお店の予約もOK。

ケット」
を新たに開設しています。季節限定でお正月に

さかなや道場
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
料理で提供しております。
またマグロ
を使った数々のメニューも人気です。

合わせたおせちもご用意。

早くお届けします。
いま

ぜひお楽しみください。

すぐダウンロードを！
ぜひお試しください。

https://
chimney.
raku-uru.jp/

チムニー公式アプリ

ソムリエ 阿部誠氏が
「現代の名工」を受賞
ワインと料理のマリアージュ

新しい食事業態の出店を加速
チムニーでは居酒屋スタイルから新しい業態への店舗転換を進めています。お食事中心やご家族でも利用しやすい
「安べゑ」
「 牛星」
、
「 はなの屋」
、
といった、新業態店舗の出店を加速しています。

お得な最新情報もいち

「令和2年7月豪雨」の被災地の方々へ
義援金寄託のお知らせ
九州食材のフェアを通じて被災地を支援

令和２年度
「卓越した技能者（現代の名

令和2年7月豪雨では各地に甚大な被害が発生し、今も多

工）
」
として、
ソムリエの阿部誠氏が11月9

くの方々が支援を必要としています。チムニーでは、被災

日厚生労働省から表彰をされました。
阿部氏は3年に一度開

者の方々にお役立ていただくため
「食べて応援 がんばろう

催される全日本最優秀ソムリエコンクール2002年の第3回

九州！」
フェアを実施し、売上金の一部を含め100万円を

大会にて優勝。当社「Salon de Champagne Vionys店」の

熊本県豪雨災害義援金に寄託しました。一日も早い被災

シェフソムリエであり、
同店でスクールも開講しています。

地の復旧復興をお祈り申し上げます。

新しい鍋の
楽しみ方

「こなべ」で

お好みの鍋をご堪能ください‼

11月13日
よりスタート
しています

「こなべ」
は新型コロナウイルス感染症拡大対策の中で、一人一人
が個別に楽しむ鍋のスタイルです。チムニーでは
「にっぽん鍋めぐ

安べゑ
かつおだし香るあっさりした肉豆冨白と、八
丁味噌と牛すじが癖になる肉豆冨黒が名
物。レモンサワーも1 2種 類と豊 富なバリ
エーション。
どて焼きや肉吸いなど大阪下町
の味もお楽しみください。定食メニューも人
気です。

焼肉 牛星
「牛星カルビ」
目当てのリピーターのお客様
が多く、問屋厳選の上質なお肉をリーズナ
ブルな価格で味わえるメニューが自慢で
す。換気の行き届いた様々なタイプのお席
があり、お子様連れでも安心です。〆は
「盛
岡冷麺」
でさらに満足。

はなの屋
季節のお刺身御膳・天ぷら御膳・牛すきやき
御膳などのお食事と、豊富なアラカルトメ
ニューを揃え、
お一人からご家族、地域や慶
事のお集まりなど多様な用途でご利用くだ
さい。

り」
として各地の特産品を使用した鍋をご提供中。
チーズでコクの旨
みを増した北海道石狩風鍋やレモン香る広島牡蠣鍋など様々な鍋
をご用意。
またお好きなスープ、具材をお選びいただき、
自分だけの
「MYなべ」
を完成させお楽しみいただけます。

2020年9月末株主様への株主優待制度に関するお知らせ
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す。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。
対象株主様

ご優待内容

ご優待内容

3,000円分（500円券を6枚）

100株以上499株まで保有の株主様

株主様お食事券

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）

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。
“GoToキャンペーン”
（キャンペーン期間中に限る）
との併用も可能です。
優待品との交換はございません。

ご利用方法

2021年6月30日を有効期限とします。

有効期限

（注）つぼ八の店舗ではご利用いただけません。

お問合せ：株主様ご優待事務局 TEL. 03-5839-2600（総務部）

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、お客様や従業
員の安全を第一に、従業員の体調管理・手洗い・
手指の消毒・マスク着用、トイレ清掃と消毒、店
内換気の実施、店内・厨房設備の消毒、社内外の
検査機関による衛生検査の実施など衛生管理を
徹底し、感染拡大防止に取り組んでいます。

手洗い・消毒
すべてのスタッフは、
時
間を決め正しい手洗い
を実践しております。

調理器具のアルコール消毒
厨房内器具のアルコー
ル消毒を実施しており
ます。

衛生検査

新型コロナウイルスへの警戒が続く中、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。ご来店の際には間隔をあけ

社内・社外の検査機関
による、厨房内・ホール
の衛 生 検 査を定 期 的
に実施しております。

お願い申し上げます。スタッフ一同、皆様のご来

トイレ清掃と消毒の徹底
毎日定期的なトイレ清
掃と消毒を実施してお
ります。

健康管理
スタッフの出勤時の発
熱の有無確認と、本人
および家族の体調確認
を実施しております。

マスク着用

ての着席をお願いするなどご不便をおかけしま
すが、感染拡大防止のため何卒ご理解ご協力を

テーブル等のアルコール消毒
テーブル・メニュー・椅
子等店内のアルコール
消 毒 を 実 施しており
ます。

勤務中のマスク着用を
実施しております。

店をお待ちしています。

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

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
（同連絡先）
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
電子公告により行う
公告掲載URL https://www.chimney.co.jp/
enterprise/koukoku/index.html
公告の方法
（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。
）

〒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）

