
財務ハイライト 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。毎年6月30日及
び12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：平成27年9月30日（水曜日）

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。

J ��宮崎県産和牛（すきやき用）

●サーロインスライス
700g

ご優待品リスト

●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

E �特撰こだわりの焼酎セット

※野菜、鍋は含まれておりません。

C �特撰両国はなの舞ちゃんこセット
冷凍

●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
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■売上高 ■四半期（当期）純利益■営業利益 ■1株当たり配当金

※1 第7期より連結決算に移行しております。第6期の数値につきましては単体の数値です。　
※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

● �訪日外国人のお客様へのアプローチや、お客様に喜んでいただけるよう各店舗で
創意工夫したサービスにより増収となりました。

● �地産地消メニューの推進や６次産業化による仕入れ効率の向上と、効率的な販売促
進活動による経費見直しが奏功し、営業利益・経常利益の上昇に繋がりました。当第
２四半期純利益につきましては、前年同期比12.9％増の増益となりました。

第2四半期
決算の
ポイント

ごあいさつ TOP MESSAGE

内ご主 待 度 案株 優 制 の

第8期第2四半期事業報告書
2015年1月1日から2015年6月30日まで

チムニーレポート

証券コード3178

I ��大和蔵酒造 大吟醸飲み比べセット

G ��焼き菓子セット
●おからドーナツ6個
●パウンドケーキ4個
●カットケーキ6個

〒130-0015　東京都墨⽥区横網一丁目3番20号　TEL. 03-3626-2341

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

株主メモ

事 業 年 度 1月1日から12月31日まで
剰余金の配当の基準日 毎年事業年度末、毎年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3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・祝祭日等を除く 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。）

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
I ・ J のいずれか1つと交換できます。

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
レポート」をお届けするにあたり、ひと言ごあいさつ申し上げます。

第8期第2四半期決算は、おかげさまで増収増益を達成することができました。業績の推移を踏ま
え、中間配当は前年より1円50銭増配し、1株当たり11円50銭とさせていただきました。また、自社株
式の取得も実施いたしました。引き続き、ROE向上による株主の皆様への還元を図っていきたいと考
えております。

これからも株主の皆様のご期待に応えられるよう、成長に向け取り組んでまいります。引き続き一層
のご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

※写真はすべてイメージです。

産地直送

●伊達之都 純米大吟醸 720ml 
●蔵元直送 雪の松島｢生｣大吟
醸 720ml（小売非売品）

冷蔵

●27年産 北海道産 ゆめ
ぴりか 2kg×1袋 ●27年
産 山形県産 つや姫 2kg
×1袋 ●27年産 宮城県産 
ひとめぼれ 2kg×1袋

F �新米食べ比べセット
北海道・山形県・宮城県産

※今秋収穫後（平成27年10月21日以降）にお届けします。

H ��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

宮崎県産 冷凍

※ 魚種は漁・季節によって変
わります。 

A �チムニー干物セット
産地直送

●5魚種7枚
冷凍

国産

B �特撰やわらか干物セット
産地直送

●イカ･タコ各2種
●やわらか干物2種

冷凍

国産

D �チムニー野菜セット
産地直送

●季節の野菜10品〜12品
冷蔵

国産

宮城県産
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おもてなし と 地産地消 
の展開から6次産業化を目指して�
オンリーワンの居酒屋へ

お客様に価値あるものを提供し続けるために、一括仕入れを脱皮し、地域の食材を活かす「地産地消」「地産全消」と
ともに、1次産業（生産）、2次産業（加工）、3次産業（店舗販売）まで、一気通貫で展開する「6次産業化」の確立を目指
しています。

1次産業の生産では、買参権や漁業権を活用して水産業に参入。漁港から今朝獲れ鮮魚を15時までに店舗に届け
る直送体制を拡大しております。そのほか畜産業や農産業においても、軍鶏の新品種の共同開発や、専用農場での野
菜栽培などに取り組んでいます。2次産業の加工では、独自のバックキッチン方式により店舗をサポート。仕込み作業
をバックキッチンで一括実施することで効率アップ、鮮度追求、品質安定を実現しています。3次産業の店舗販売では、

「はなの舞」「さかなや道場」など個性豊かな店舗を全国展開。各店舗で地域の食材率を高めた旬のメニュー開発と、そ
の土地の歴史と文化を取り入れた店舗づくりで、地域の方々に愛される店舗運営を進めています。

居酒屋本来の機能に原点回帰しつつ、これら取り組みによりバリューチェーンの構築を進め、美味しさだけに留まら
ない、さらなる価値の創造により、オンリーワンの居酒屋を目指しています。

島根県の大⽥漁港で漁業権を活用し、自社船舶に
よる水揚げをスタートしました。沖合で旬の近海魚を
獲り、中国・近畿地方の店舗で提供しています。ま
た、買参権を活用して卸売市場のセリに参加し、種類
豊富な魚の調達も拡大しています。店舗では、スタッ
フが直接大⽥を訪問して現場の想いを持ち帰り、お
客様にお伝えしています。

漁師はじめました！
チムニーの漁船で釣った
旬の鮮魚をお届けします

６次産業

お料理は苦手という方でも気軽に利用いただける
「ABCお料理クラブ」を定期開催しています。東京都
墨⽥区にある社内教育施設ABCアカデミーで、玉子
焼きからプロの技が光るお寿司まで、当社社員が丁
寧に調理サポートします。ファミリーを中心に多くの
皆様にご利用いただき、現在約4カ月待ちの状態が
続いています。

食を通じて
笑顔をもらう楽しさを！ 
｢ABCお料理クラブ」で
プロの調理を体験

社会貢献

各地の店舗に大きな裁量を与える地域密着のホー
ムタウン制度を採用し、地元の食材による独自メ
ニューを提案するなど、地産地消の取り組みを推進し
ています。特に人気の強い北海道の食材を中心にメ
ニュー化した「北海道直送花の舞」業態を開発し、地
元の本店「札幌北2条店」を基盤に、東京都千代⽥区

「秋葉原駅前店」など関東地域でも北海道産地直送
の新鮮素材をお届けしています。

独自メニューで地方創生！
地域に愛される店舗運営
で地産地消を推進

地産地消

●❶次産業

生産

循環型
6次産業

●❷次産業

加工
●❸次産業

店舗
販売

急増する外国人のお客様向けに、料理とともに伝
統文化を堪能できる店づくりを進めています。本物の
土俵を備えた「大江戸八百八町 花の舞 両国国技館
前店」、池⽥屋騒動で有名な旅館を再現した「池⽥屋 
はなの舞」などが好評で、日本政府観光局のウェブマ
ガジンで全世界に発信されました。今後も旅行会社
とのタイアップなどで一層の集客を目指します。

チムニーで日本食の
テーマパークを体験！ 
日本政府観光局からも
話題に

インバウンド

日本政府観光局ウェブマガジンより
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