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第第第第1部部部部：：：：2013年度年度年度年度のののの業績業績業績業績とととと2014年度年度年度年度のののの計画計画計画計画



2013年度年度年度年度 通期実績通期実績通期実績通期実績
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項目

20122012201220122012201220122012年年年年年年年年1212121212121212月期月期月期月期月期月期月期月期 20132013201320132013201320132013年年年年年年年年1212121212121212月期月期月期月期月期月期月期月期 前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比

売上高売上高売上高売上高売上高売上高売上高売上高 41,99541,99541,99541,995 44,05544,05544,05544,055 104.9104.9104.9104.9％％％％

((((((((グループグループグループグループ売上高売上高売上高売上高グループグループグループグループ売上高売上高売上高売上高)))))))) （（（（65,76665,76665,76665,766）））） （（（（67,68667,68667,68667,686）））） （（（（102.9102.9102.9102.9％）％）％）％）

売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益 27,58927,58927,58927,589 29,14029,14029,14029,140 105.6105.6105.6105.6％％％％

販管費販管費販管費販管費販管費販管費販管費販管費 24,30024,30024,30024,300 26,04126,04126,04126,041 107.2107.2107.2107.2％％％％

営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益 3,2893,2893,2893,289 3,0983,0983,0983,098 94.294.294.294.2％％％％

経常利益経常利益経常利益経常利益経常利益経常利益経常利益経常利益 3,2973,2973,2973,297 3,2053,2053,2053,205 97.297.297.297.2％％％％

純利益純利益純利益純利益純利益純利益純利益純利益 1,2631,2631,2631,263 1,4311,4311,4311,431 113.3113.3113.3113.3％％％％

売上高440億円（前年同期比＋4.9％） グループ売上676億円（前年同期比＋2.9％）

営業利益30.9億円（前年同期比△5.8％） （チムニー単体＋チムニーＦＣ売上＋

純利益14.3億円（前年同期比＋13.3％） 紅フーズ売上＋めっちゃ魚が好き売上)

単位（百万円）



2013年度年度年度年度 主主主主なななな増減要因増減要因増減要因増減要因
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売上高440.5億円（前年同期比＋4.9％）

・飲食事業＋16.4億円（前年同期比＋4.1％）

・コントラクト事業＋4.9億円（前年同期比＋26.3％）

売上総利益率66.1％（前年同期比＋0.4％）

・店舗での販売強化商品の明確化による商品ロスの低減と調理技術力向上

・早めの円安への対策による効果

営業利益率7.0％（前年同期比△0.8％）
・水道光熱費の上昇（前年同期比＋2.5億円、売上比0.4％上昇）

・直接人件費の上昇（前年同期比＋7.5億円、売上比0.6％上昇）

経常利益率7.3％（前年同期比△0.6％）

純利益率3.2％（前年同期比＋0.2％）
・機動的な出退店及び改装、業態転換の実行による除却損、減損損失573百万円



2013年度年度年度年度 飲食事業飲食事業飲食事業飲食事業のののの業績業績業績業績
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既存店売上及び客数前年対比の推移

11ヶ月ぶりの既存
店売上、100％超過

9、10月は週末の天
候不順、台風等が続く

年末宴会需要は

好調に推移

（%）



2013年度年度年度年度 飲食事業飲食事業飲食事業飲食事業のののの業績業績業績業績
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新規出店・閉店・転換状況

2011年度 2012年度 2013年度

直営店新規出店直営店新規出店直営店新規出店直営店新規出店 ２４ ４１ ３５

FCFCFCFC店新規出店店新規出店店新規出店店新規出店 ５ １６ ４

直営店閉店直営店閉店直営店閉店直営店閉店 １０ １４ １１

FCFCFCFC店閉店店閉店店閉店店閉店 １６ ６ １６

直営店直営店直営店直営店からからからからFCFCFCFC店店店店へへへへ転換転換転換転換 １３ １０ １６

FCFCFCFC店店店店からからからから直営店直営店直営店直営店にににに転換転換転換転換 ３ ８ ５

（（（（コントラクトコントラクトコントラクトコントラクト事業店新規出店事業店新規出店事業店新規出店事業店新規出店）））） － ８４ １

（（（（コントラクトコントラクトコントラクトコントラクト事業店閉店事業店閉店事業店閉店事業店閉店）））） － － －

直営店純増数直営店純増数直営店純増数直営店純増数 ４ ２５ １３

ＦＣＦＣＦＣＦＣ店純増数店純増数店純増数店純増数 △１ １２ △１

コントラクトコントラクトコントラクトコントラクト事業店純増数事業店純増数事業店純増数事業店純増数 － ８４ １

（単位：店)

（注）2013年度のコントラクトの増加は、セグメント変更であり、直営店の閉店、コントラクトの新規にそれぞれ１店舗含めて
おります。



2013年度年度年度年度 財務状況財務状況財務状況財務状況（（（（バランスシートバランスシートバランスシートバランスシート））））
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2012201220122012年年年年12121212月期月期月期月期 201201201201３３３３年年年年12121212月期月期月期月期 前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比

流動資産流動資産流動資産流動資産流動資産流動資産流動資産流動資産 8,6598,6598,6598,659 8,5258,5258,5258,525 △△△△133133133133

固定資産固定資産固定資産固定資産固定資産固定資産固定資産固定資産 21,52321,52321,52321,523 21,04621,04621,04621,046 △△△△476476476476

流動負債流動負債流動負債流動負債流動負債流動負債流動負債流動負債 9,8679,8679,8679,867 9,9309,9309,9309,930 62626262

固定負債固定負債固定負債固定負債固定負債固定負債固定負債固定負債 9,5179,5179,5179,517 8,3258,3258,3258,325 △△△△1,1921,1921,1921,192

純資産純資産純資産純資産純資産純資産純資産純資産 10,79710,79710,79710,797 11,31611,31611,31611,316 518518518518

総資産総資産総資産総資産総資産総資産総資産総資産 30,18230,18230,18230,182 29,57229,57229,57229,572 △△△△610610610610

総資産295億円（前年同期比△6億円）

負債182億円（前年同期比△11億円）

純資産113億円（前年同期比＋5億円）

単位（百万円）



2013年度年度年度年度 財務状況財務状況財務状況財務状況のののの主主主主なななな変動要因変動要因変動要因変動要因
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現預金149百万円の減少

・自己株式542百万円の取得による支出

・めっちゃ魚が好き（株）の設立のための支出

関係会社株式311百万円の増加

・めっちゃ魚が好き（株）の設立

のれん463百万円の減少（償却による）

資産の変動に関するポイント

負債の変動に関するポイント

設備関係未払金、長期設備関係未払金、リース債務、長期リース債務、191百万円の増加

・継続的新規出店に伴う設備資金の調達により増加

長期借入金の1,300百万円の減少

・長期借入金の約定の返済



2013年度年度年度年度 財務状況財務状況財務状況財務状況のののの主主主主なななな変動要因変動要因変動要因変動要因
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自己株式527百万円（期末残高）

・平成25年5月～8月にかけて542百万円の自己株式を取得

利益剰余金1,050百万円の増加

・税引後当期純利益1,431百万円

・配当金の支払い（1株当たり年間20円）

純資産の変動に関するポイント



2013年度年度年度年度 キャッシュキャッシュキャッシュキャッシュ・・・・フローフローフローフローのののの状況状況状況状況
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2012201220122012年年年年12121212月期月期月期月期 2013201320132013年年年年12121212月期月期月期月期 増減増減増減増減

営業活動営業活動営業活動営業活動によるによるによるによるキャッシュキャッシュキャッシュキャッシュ・・・・フローフローフローフロー営業活動営業活動営業活動営業活動によるによるによるによるキャッシュキャッシュキャッシュキャッシュ・・・・フローフローフローフロー 4,6364,6364,6364,636 4,3374,3374,3374,337 △△△△298298298298

税引前当期純利益税引前当期純利益税引前当期純利益税引前当期純利益税引前当期純利益税引前当期純利益税引前当期純利益税引前当期純利益 2,7742,7742,7742,774 2,6292,6292,6292,629 △△△△145145145145

減価償却費減価償却費減価償却費減価償却費・・・・のれんのれんのれんのれん償却費償却費償却費償却費減価償却費減価償却費減価償却費減価償却費・・・・のれんのれんのれんのれん償却費償却費償却費償却費 2,1902,1902,1902,190 2,0922,0922,0922,092 △△△△98989898

運転資金運転資金運転資金運転資金、、、、そのそのそのその他他他他のののの増減増減増減増減運転資金運転資金運転資金運転資金、、、、そのそのそのその他他他他のののの増減増減増減増減 1,3181,3181,3181,318 1,2061,2061,2061,206 △△△△112112112112

法人税等法人税等法人税等法人税等のののの支払支払支払支払法人税等法人税等法人税等法人税等のののの支払支払支払支払 △△△△1,6461,6461,6461,646 △△△△1,5901,5901,5901,590 55555555

投資活動投資活動投資活動投資活動によるによるによるによるキャッシュキャッシュキャッシュキャッシュ・・・・フローフローフローフロー投資活動投資活動投資活動投資活動によるによるによるによるキャッシュキャッシュキャッシュキャッシュ・・・・フローフローフローフロー △△△△721721721721 △△△△827827827827 △△△△106106106106

固定資産固定資産固定資産固定資産のののの取得取得取得取得によるによるによるによる支出支出支出支出固定資産固定資産固定資産固定資産のののの取得取得取得取得によるによるによるによる支出支出支出支出 △△△△238238238238 △△△△272272272272 △△△△34343434

そのそのそのその他他他他のののの支出支出支出支出そのそのそのその他他他他のののの支出支出支出支出 △△△△483483483483 △△△△555555555555 △△△△72727272

財務活動財務活動財務活動財務活動によるによるによるによるキャッシュキャッシュキャッシュキャッシュ・・・・フローフローフローフロー財務活動財務活動財務活動財務活動によるによるによるによるキャッシュキャッシュキャッシュキャッシュ・・・・フローフローフローフロー △△△△5,3485,3485,3485,348 △△△△3,6593,6593,6593,659 1,6891,6891,6891,689

借入借入借入借入・・・・割賦債務割賦債務割賦債務割賦債務のののの返済返済返済返済によるによるによるによる支出等支出等支出等支出等借入借入借入借入・・・・割賦債務割賦債務割賦債務割賦債務のののの返済返済返済返済によるによるによるによる支出等支出等支出等支出等 △△△△2,6932,6932,6932,693 △△△△2,7462,7462,7462,746 △△△△53535353

自己株取得自己株取得自己株取得自己株取得によるによるによるによる支出支出支出支出自己株取得自己株取得自己株取得自己株取得によるによるによるによる支出支出支出支出 △△△△3,5873,5873,5873,587 △△△△542542542542 3,0443,0443,0443,044

配当金配当金配当金配当金、、、、そのそのそのその他他他他のののの支出支出支出支出配当金配当金配当金配当金、、、、そのそのそのその他他他他のののの支出支出支出支出 932932932932 △△△△370370370370 △△△△1,3021,3021,3021,302

現金及現金及現金及現金及びびびび現金同等物現金同等物現金同等物現金同等物のののの増減額増減額増減額増減額現金及現金及現金及現金及びびびび現金同等物現金同等物現金同等物現金同等物のののの増減額増減額増減額増減額 △△△△1,4341,4341,4341,434 △△△△149149149149 1,2851,2851,2851,285

現金及現金及現金及現金及びびびび現金同等物現金同等物現金同等物現金同等物のののの期首残高期首残高期首残高期首残高現金及現金及現金及現金及びびびび現金同等物現金同等物現金同等物現金同等物のののの期首残高期首残高期首残高期首残高 7,9367,9367,9367,936 6,5026,5026,5026,502 △△△△1,4341,4341,4341,434

現金及現金及現金及現金及びびびび現金同等物現金同等物現金同等物現金同等物のののの期末残高期末残高期末残高期末残高現金及現金及現金及現金及びびびび現金同等物現金同等物現金同等物現金同等物のののの期末残高期末残高期末残高期末残高 6,5026,5026,5026,502 6,3536,3536,3536,353 △△△△149149149149

営業活動によるキャッシュ・フロー43億円（前年同期比△3億円）

投資活動によるキャッシュ・フロー△8億円（前年同期比△1億円）

財務活動によるキャッシュ・フロー△36億円（前年同期比＋16億円） 単位（百万円）



2013年度年度年度年度 キャッシュキャッシュキャッシュキャッシュ・・・・フローフローフローフローのののの主主主主なななな変動要因変動要因変動要因変動要因
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キャッシュ・フローのポイント

営業活動によるキャッシュ・フロー

・税引前当期純利益2,629百万円、減価償却費1,628百万円

・のれん償却費463百万円

投資活動によるキャッシュ・フロー

・固定資産、差入保証金の支払による支出740百万円（直営新規出店35店舗等）

・子会社めっちゃ魚が好き㈱設立等、関係会社への出資311百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー

・自己株式取得のための支出542百万円（545,500株）

・設備投資に伴う割賦債務、リース債務の支払1,446百万円

・配当金の支払い377百万円



2014年度年度年度年度 業績予想業績予想業績予想業績予想（（（（単体単体単体単体））））
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項目

20132013201320132013201320132013年年年年年年年年1212121212121212月期月期月期月期月期月期月期月期 20142014201420142014201420142014年年年年年年年年1212121212121212月期月期月期月期月期月期月期月期 前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比

売上高売上高売上高売上高売上高売上高売上高売上高 44,05544,05544,05544,055 44,50044,50044,50044,500 101.0101.0101.0101.0

((((((((グループグループグループグループ売上高売上高売上高売上高グループグループグループグループ売上高売上高売上高売上高)))))))) （（（（67,68667,68667,68667,686）））） （（（（70,00070,00070,00070,000）））） （（（（103.4103.4103.4103.4））））

売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益 29,14029,14029,14029,140 29,69929,69929,69929,699 101.9101.9101.9101.9

販管費販管費販管費販管費販管費販管費販管費販管費 26,04126,04126,04126,041 26,47926,47926,47926,479 101.7101.7101.7101.7

営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益 3,0983,0983,0983,098 3,2203,2203,2203,220 103.9103.9103.9103.9

経常利益経常利益経常利益経常利益経常利益経常利益経常利益経常利益 3,2053,2053,2053,205 3,2803,2803,2803,280 102.3102.3102.3102.3

純利益純利益純利益純利益純利益純利益純利益純利益 1,4311,4311,4311,431 1,5681,5681,5681,568 109.6109.6109.6109.6

単位（百万円） （%）

売上高445億円（前年同期比＋1.0％） グループ売上700億円（前年同期比＋3.3％）

営業利益32.2億円（前年同期比3.9％） （チムニー単体＋チムニーＦＣ売上＋

純利益15.6億円（前年同期比＋9.6％） 紅フーズ売上＋めっちゃ魚が好き売上)



2014年度年度年度年度 業績予想業績予想業績予想業績予想のののの概要概要概要概要
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通期既存店売上前年比率96.0％

・2012年度99.7％、2013年度95.7％

・4月からの消費税増税による客数の減少を見込む

飲食事業新規出店計画

・新規直営店30店、新規ＦＣ店5店 継続的に新規出店は実施

・閉店は直営、ＦＣそれぞれ10店舗の計画

コントラクト事業計画

・現在の98店舗に加えて、新規受託に向けて積極的に取り組み（数値は未定）

・2016年度新規受託に向けて、本年は入札活動準備

配当予想

・2013年度 20円（中間10円、期末10円）

2014年度も継続 20円（中間10円、期末10円）



2014年度年度年度年度 業績予想業績予想業績予想業績予想（（（（連結連結連結連結））））
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項目

20142014201420142014201420142014年年年年年年年年1212121212121212月期月期月期月期月期月期月期月期

連結売上高連結売上高連結売上高連結売上高連結売上高連結売上高連結売上高連結売上高 46,42446,42446,42446,424

売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益 31,00631,00631,00631,006

販管費販管費販管費販管費販管費販管費販管費販管費 27,74527,74527,74527,745

営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益 3,2603,2603,2603,260

経常利益経常利益経常利益経常利益経常利益経常利益経常利益経常利益 3,3073,3073,3073,307

純利益純利益純利益純利益純利益純利益純利益純利益 1,5871,5871,5871,587

単位（百万円）

2014年度より、子会社である 魚鮮水産株式会社、株式会社紅フーズコーポレーション、

めっちゃ魚が好き株式会社の３社を、連結子会社として連結決算を実施予定としております

２０１４年度連結業績予想



配当政策配当政策配当政策配当政策

株主優待株主優待株主優待株主優待のののの充実充実充実充実

14

株主還元株主還元株主還元株主還元

� 2013年度配当政策年度配当政策年度配当政策年度配当政策はははは、、、、第第第第2四半期末四半期末四半期末四半期末（（（（6月末月末月末月末））））10円配当実施円配当実施円配当実施円配当実施、、、、決算期末決算期末決算期末決算期末（（（（12月末月末月末月末））））10円配当円配当円配当円配当のののの年間年間年間年間20円円円円のののの配当配当配当配当をををを予定予定予定予定

� 2014年度配当政策年度配当政策年度配当政策年度配当政策はははは、、、、第第第第2四半期末四半期末四半期末四半期末（（（（6月末月末月末月末））））10円配当円配当円配当円配当、、、、決算期末決算期末決算期末決算期末（（（（12月末月末月末月末））））10円配当円配当円配当円配当のののの年間年間年間年間20円円円円のののの配当配当配当配当をををを予定予定予定予定

� 継続的安定配当政策継続的安定配当政策継続的安定配当政策継続的安定配当政策

� 配当性向配当性向配当性向配当性向はははは、、、、2013年度年度年度年度26.6％、％、％、％、2014年度年度年度年度24.0％（％（％（％（予定予定予定予定））））

� BtoCビジネスビジネスビジネスビジネスのののの拡充拡充拡充拡充としてとしてとしてとして、、、、株主様株主様株主様株主様がががが当社当社当社当社のののの最大最大最大最大ののののリピーターリピーターリピーターリピーター客客客客、、、、サポーターサポーターサポーターサポーター客客客客となってとなってとなってとなって頂頂頂頂けるようけるようけるようけるよう、、、、株主優待株主優待株主優待株主優待をををを充実充実充実充実

� 年年年年2回実施回実施回実施回実施（（（（基準日基準日基準日基準日 6月末月末月末月末、、、、12月末月末月末月末））））

� 株主優待券株主優待券株主優待券株主優待券とととと株主優待品株主優待品株主優待品株主優待品がががが選択可能選択可能選択可能選択可能



第第第第2部部部部：：：：今年度今年度今年度今年度のののの施策施策施策施策とととと成長戦略成長戦略成長戦略成長戦略 ～～～～ ＣＨＡＮＧＥＣＨＡＮＧＥＣＨＡＮＧＥＣＨＡＮＧＥ ＆＆＆＆ ＢＵＩＬＤＢＵＩＬＤＢＵＩＬＤＢＵＩＬＤ ～～～～

●●●● ＣＨＡＮＧＥＣＨＡＮＧＥＣＨＡＮＧＥＣＨＡＮＧＥ （（（（転換転換転換転換））））

� 業態転換業態転換業態転換業態転換・・・・ＦＣＦＣＦＣＦＣ転換転換転換転換・・・・魚魚魚魚とととと肉肉肉肉のののの両輪両輪両輪両輪へのへのへのへの転換転換転換転換などなどなどなど、、、、消費者消費者消費者消費者のののの需要需要需要需要やややや地域地域地域地域マーケットマーケットマーケットマーケットにににに適適適適したしたしたした転換転換転換転換

� 社会環境社会環境社会環境社会環境のののの変化変化変化変化にあわせにあわせにあわせにあわせ、、、、スピードスピードスピードスピード感感感感のあるのあるのあるのあるビジネスモデルビジネスモデルビジネスモデルビジネスモデルへのへのへのへの転換転換転換転換

● ＢＵＩＬＤＢＵＩＬＤＢＵＩＬＤＢＵＩＬＤ （（（（創造創造創造創造とととと創生創生創生創生））））

� 新新新新しいしいしいしい業態業態業態業態・・・・新新新新しいしいしいしい商品商品商品商品・・・・新新新新しいしいしいしい店舗造店舗造店舗造店舗造りなどりなどりなどりなど、、、、差異化差異化差異化差異化したしたしたした価値提供価値提供価値提供価値提供のののの創造創造創造創造

� 6次産業企業次産業企業次産業企業次産業企業としてとしてとしてとして、、、、生産生産生産生産からからからから供給供給供給供給までまでまでまで、、、、一気通貫一気通貫一気通貫一気通貫したしたしたしたバリューチェーンバリューチェーンバリューチェーンバリューチェーンのののの構築構築構築構築



宿毛宿毛宿毛宿毛・・・・沖沖沖沖のののの島島島島（（（（高知県高知県高知県高知県）「）「）「）「龍神丸龍神丸龍神丸龍神丸・・・・荒木船長荒木船長荒木船長荒木船長」」」」のののの籠網漁籠網漁籠網漁籠網漁
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� 特殊特殊特殊特殊なななな籠籠籠籠のののの周周周周りにりにりにりに「「「「やまももやまももやまももやまもも」」」」のののの枝葉枝葉枝葉枝葉をつけをつけをつけをつけ、、、、1ヶヶヶヶ月水深月水深月水深月水深20ｍｍｍｍにににに沈沈沈沈めておくとめておくとめておくとめておくと、、、、魚魚魚魚がががが巣巣巣巣をををを求求求求めめめめ自然自然自然自然にににに籠籠籠籠にににに入入入入ってきますってきますってきますってきます

� 天然天然天然天然のののの魚魚魚魚をををを自然自然自然自然にににに獲獲獲獲るるるる、、、、環境環境環境環境にもにもにもにも魚魚魚魚にもにもにもにも優優優優しいしいしいしい漁法漁法漁法漁法ですですですです。。。。籠籠籠籠をををを上上上上げるげるげるげる度度度度、、、、獲獲獲獲れるれるれるれる魚種魚種魚種魚種もももも量量量量もももも変化変化変化変化しますしますしますします

� 瀬戸内海瀬戸内海瀬戸内海瀬戸内海のののの海流海流海流海流とととと、、、、四国本土四国本土四国本土四国本土のののの山山山山ののののミネラルミネラルミネラルミネラルにににに満満満満ちたちたちたちた川川川川のののの清流清流清流清流がががが合流合流合流合流するするするする、、、、漁場漁場漁場漁場としてとしてとしてとして恵恵恵恵まれたまれたまれたまれた環境環境環境環境であるであるであるである沖沖沖沖のののの島周辺島周辺島周辺島周辺

でででで育育育育ったったったった天然魚天然魚天然魚天然魚をををを、、、、海海海海からからからから上上上上げてすぐげてすぐげてすぐげてすぐ船船船船のののの上上上上でででで活活活活きききき〆〆〆〆するのでするのでするのでするので、、、、高高高高いいいい鮮度鮮度鮮度鮮度をををを保保保保ちますちますちますちます

�当社当社当社当社2次産業部門次産業部門次産業部門次産業部門ののののバックキッチンバックキッチンバックキッチンバックキッチンからからからから、、、、豊丸水産業態豊丸水産業態豊丸水産業態豊丸水産業態のののの各店舗各店舗各店舗各店舗にににに配送配送配送配送。。。。刺身刺身刺身刺身やややや干物干物干物干物メニューメニューメニューメニューとしておとしておとしておとしてお客様客様客様客様にににに提供提供提供提供しますしますしますします

�漁師漁師漁師漁師さんとさんとさんとさんと共共共共にににに、、、、地域地域地域地域のののの活性化活性化活性化活性化をををを推進推進推進推進していますしていますしていますしています

6次産業次産業次産業次産業のののの進展進展進展進展 ：：：： ～～～～ 「「「「船上船上船上船上からおからおからおからお客様客様客様客様へへへへ」」」」魚魚魚魚をををを直送直送直送直送。。。。水産水産水産水産におけるにおけるにおけるにおける新新新新しいしいしいしい取取取取りりりり組組組組みみみみ～～～～

高知県宿毛市高知県宿毛市高知県宿毛市高知県宿毛市・・・・沖沖沖沖のののの島島島島でのでのでのでのブリブリブリブリ１１１１本釣本釣本釣本釣りとりとりとりと籠網漁籠網漁籠網漁籠網漁

写真上段）魚はすぐ活き〆します。下段）バックキッチンで干物に作成します



宿毛宿毛宿毛宿毛・・・・沖沖沖沖のののの島島島島（（（（高知県高知県高知県高知県）「）「）「）「龍神丸龍神丸龍神丸龍神丸・・・・荒木船長荒木船長荒木船長荒木船長」」」」のののの籠網漁籠網漁籠網漁籠網漁
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6次産業次産業次産業次産業のののの進展進展進展進展 ：：：： ～～～～ 「「「「船上船上船上船上からおからおからおからお客様客様客様客様へへへへ」」」」魚魚魚魚をををを直送直送直送直送。。。。水産水産水産水産におけるにおけるにおけるにおける新新新新しいしいしいしい取取取取りりりり組組組組みみみみ～～～～

高知県宿毛市高知県宿毛市高知県宿毛市高知県宿毛市・・・・沖沖沖沖のののの島島島島でのでのでのでのブリブリブリブリ１１１１本釣本釣本釣本釣りとりとりとりと籠網漁籠網漁籠網漁籠網漁

特殊な籠網を作ります ⇒ 周囲にやまももの葉を付けます ⇒ 水深20mに沈めておくと魚が岩陰と間違え入ってきます

20日～30日経った時点で籠を上げます ⇒ 季節・場所・水揚げ期間で、魚種も量も変わってきます。この日はタコ・あなご・伊勢海老あり

写真提供）株式会社沖の島水産



6次産業次産業次産業次産業のののの進展進展進展進展 ：：：： ～～～～ 「「「「船上船上船上船上からおからおからおからお客様客様客様客様へへへへ」」」」魚魚魚魚をををを直送直送直送直送。。。。水産水産水産水産におけるにおけるにおけるにおける新新新新しいしいしいしい取取取取りりりり組組組組みみみみ～～～～

高知県宿毛市高知県宿毛市高知県宿毛市高知県宿毛市・・・・沖沖沖沖のののの島島島島でのでのでのでのブリブリブリブリ１１１１本釣本釣本釣本釣りとりとりとりと籠網漁籠網漁籠網漁籠網漁

宿毛宿毛宿毛宿毛・・・・沖沖沖沖のののの島島島島（（（（高知県高知県高知県高知県）「）「）「）「龍神丸龍神丸龍神丸龍神丸・・・・荒木船長荒木船長荒木船長荒木船長」」」」のののの1本釣本釣本釣本釣りのりのりのりのブリブリブリブリをををを、、、、解体解体解体解体ショーショーショーショーでででで活用活用活用活用

18

� 太平洋太平洋太平洋太平洋からのからのからのからの黒潮本流黒潮本流黒潮本流黒潮本流にににに乗乗乗乗りりりり丸丸丸丸々々々々としたとしたとしたとした10キロキロキロキロ級級級級のののの天然天然天然天然ブリブリブリブリをををを、、、、店舗店舗店舗店舗でのでのでのでの解体解体解体解体ショーショーショーショーでででで活用活用活用活用。。。。品質品質品質品質のののの良良良良さがおさがおさがおさがお客様客様客様客様にににに好評好評好評好評

� 一般的一般的一般的一般的ななななブリブリブリブリ漁漁漁漁はははは、、、、定定定定置網置網置網置網やまきやまきやまきやまき網網網網漁漁漁漁でででで1回回回回にににに1,000匹程匹程匹程匹程度獲度獲度獲度獲りますがりますがりますがりますが、、、、宿毛宿毛宿毛宿毛ではではではでは土土土土佐佐佐佐のののの伝統伝統伝統伝統漁法漁法漁法漁法であるであるであるである1本本本本釣釣釣釣りにりにりにりにこだこだこだこだわわわわ
りりりり、、、、①①①① 1本本本本ずずずずつつつつ丁寧丁寧丁寧丁寧にににに上上上上げるためげるためげるためげるため魚魚魚魚にににに傷傷傷傷をつけないをつけないをつけないをつけない ②②②②血抜血抜血抜血抜きをきをきをきを船上船上船上船上でででで１１１１本本本本ずずずずつつつつ手手手手がけるためがけるためがけるためがけるため、、、、高高高高いいいい鮮度鮮度鮮度鮮度をををを維持維持維持維持 ③③③③水水水水とととと海海海海

水水水水ののののバランスバランスバランスバランスをををを保保保保ったったったった温温温温度度度度管理管理管理管理をををを徹底徹底徹底徹底。。。。当社当社当社当社ののののモットーモットーモットーモットーであるであるであるである「「「「素材素材素材素材××××時時時時間間間間××××温温温温度度度度」」」」をををを追追追追求求求求したしたしたした、、、、高高高高いいいい商品価値商品価値商品価値商品価値をおをおをおをお客様客様客様客様にににに提提提提

供供供供していますしていますしていますしています

豊丸水産 蕨東口店でのブリの解体ショー

「龍神丸」の船上で1本釣りされた天然ブリ



6次産業次産業次産業次産業のののの進展進展進展進展 ：：：： マグロマグロマグロマグロ・・・・ブリブリブリブリのののの解体解体解体解体ショーショーショーショーをををを、、、、店舗店舗店舗店舗にてにてにてにて年間年間年間年間1,200匹匹匹匹へへへへ

獲獲獲獲るるるる漁業漁業漁業漁業からからからから育育育育てるてるてるてる漁業漁業漁業漁業へのへのへのへの転換転換転換転換
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マグロマグロマグロマグロややややブリブリブリブリのののの解体解体解体解体ショーショーショーショーをををを、、、、年間年間年間年間1,200匹実施予定匹実施予定匹実施予定匹実施予定

●●●●中中中中部部部部チチチチムムムムニーニーニーニー株株株株式式式式会社会社会社会社をををを2013年年年年4月月月月にににに設立設立設立設立
� 獲獲獲獲るるるる漁業漁業漁業漁業からからからから育育育育てるてるてるてる漁業漁業漁業漁業へのへのへのへの転換転換転換転換。。。。限限限限りあるりあるりあるりある水産水産水産水産資源資源資源資源であるであるであるである本本本本ママママググググロロロロをををを販売販売販売販売するするするする当社当社当社当社のののの社会的社会的社会的社会的責任責任責任責任とととと考考考考ええええておりますておりますておりますております

� 中中中中部部部部飼料飼料飼料飼料株株株株式式式式会社会社会社会社がががが、、、、大大大大分県津久見市分県津久見市分県津久見市分県津久見市でででで本本本本ママママググググロロロロ用配合用配合用配合用配合飼料飼料飼料飼料のののの研究開発研究開発研究開発研究開発をををを行行行行うためうためうためうため本本本本ママママググググロロロロをををを飼飼飼飼育育育育

� ここここのののの本本本本ママママググググロロロロやややや鶏卵鶏卵鶏卵鶏卵・・・・畜畜畜畜肉肉肉肉などなどなどなど、、、、特性特性特性特性あるあるあるある農畜農畜農畜農畜水産物水産物水産物水産物のののの販売販売販売販売をををを目目目目的的的的としてとしてとしてとして、、、、共共共共同出資同出資同出資同出資会社会社会社会社「「「「中中中中部部部部チチチチムムムムニーニーニーニー株株株株式式式式会社会社会社会社」」」」をををを

2013年年年年4月月月月にににに設立設立設立設立

●●●● さかなやさかなやさかなやさかなや道道道道場場場場・・・・はなのはなのはなのはなの舞舞舞舞・・・・魚鮮水産業態魚鮮水産業態魚鮮水産業態魚鮮水産業態でででで展開展開展開展開

� 中中中中部部部部チチチチムムムムニーニーニーニーのののの本本本本ママママググググロロロロとととと海海海海外調達外調達外調達外調達によるによるによるによるママママググググロロロロにににに加加加加ええええ、、、、高高高高知県宿毛知県宿毛知県宿毛知県宿毛産天然産天然産天然産天然ブリブリブリブリのののの解体解体解体解体ショーショーショーショーをををを合合合合計計計計1,200匹匹匹匹予定予定予定予定

さかなや道場 荻窪南口店でのマグロ解体ショー



CHANGE & BUILDによるによるによるによる新業態新業態新業態新業態、、、、 「「「「豊丸水産豊丸水産豊丸水産豊丸水産」」」」のののの積極出店積極出店積極出店積極出店
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豊丸水産 甲府駅前店 店内

豊丸水産 蕨東口店

魚魚魚魚とととと肉肉肉肉のののの両方両方両方両方をををを焼焼焼焼いていていていて楽楽楽楽しんでいただけるしんでいただけるしんでいただけるしんでいただける、、、、豊丸水産業態豊丸水産業態豊丸水産業態豊丸水産業態のののの積極展開積極展開積極展開積極展開

お好みのお通しを選んでいただきます

� 昨昨昨昨年年年年9月月月月にににに1号号号号店店店店としてとしてとしてとしてオオオオーーーーププププンンンンしたしたしたした豊丸水産豊丸水産豊丸水産豊丸水産甲府駅前甲府駅前甲府駅前甲府駅前店店店店をををを皮切皮切皮切皮切りにりにりにりに、、、、12月月月月にににに出出出出店店店店をををを加速加速加速加速。。。。1月末月末月末月末でででで13店舗店舗店舗店舗展開展開展開展開

� 魚魚魚魚とおとおとおとお肉肉肉肉のののの両両両両方方方方をををを、、、、浜焼浜焼浜焼浜焼ききききスタスタスタスタイイイイルルルルでででで焼焼焼焼いていていていて楽楽楽楽しんでいたしんでいたしんでいたしんでいただだだだけますけますけますけます

肉盛り合わせ 海鮮浜焼き盛り合わせ さざえを水槽からお選びいただけます



鉄鉄鉄鉄ぱんぱんぱんぱん家族家族家族家族 渋谷道玄坂渋谷道玄坂渋谷道玄坂渋谷道玄坂Gスクエアースクエアースクエアースクエアー店店店店、、、、2月月月月5日日日日ににににリニューアルオープンリニューアルオープンリニューアルオープンリニューアルオープン
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CHANGE & BUILDによるによるによるによる「「「「鉄鉄鉄鉄ぱんぱんぱんぱん家族家族家族家族 渋谷道玄坂渋谷道玄坂渋谷道玄坂渋谷道玄坂Gスクエアスクエアスクエアスクエア店店店店」」」」

� すたすたすたすたみみみみななななキッチンキッチンキッチンキッチン鉄鉄鉄鉄ぱぱぱぱんんんん家族家族家族家族にににに、、、、トンバートンバートンバートンバーググググメニューメニューメニューメニューをををを導導導導入入入入。。。。行列行列行列行列のできるのできるのできるのできる店店店店としてとしてとしてとして連連連連日日日日ににににぎぎぎぎわっていますわっていますわっていますわっています

� 千千千千葉葉葉葉県北総県北総県北総県北総地地地地帯帯帯帯でででで飼飼飼飼育育育育されたされたされたされた豚豚豚豚肉肉肉肉をををを、、、、店内店内店内店内ののののオオオオーーーーププププンキッチンンキッチンンキッチンンキッチンでおでおでおでお客様客様客様客様のののの目目目目のののの前前前前ででででカカカカッッッッティティティティンンンンググググするするするする新鮮新鮮新鮮新鮮さがさがさがさが人人人人気気気気

左から） トンバーグ・厚切り豚肩ロース・煮込みバーグ。それぞれ定食で提供

鉄ぱん家族渋谷道玄坂Ｇスクエアー店。地下は「はなの舞」 オープンキッチンでお客様の前で肉をカッティング



業態別業態別業態別業態別ポートフォリオポートフォリオポートフォリオポートフォリオ
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高価格帯高価格帯高価格帯高価格帯

低価格帯低価格帯低価格帯低価格帯

小型店小型店小型店小型店 大型店大型店大型店大型店

自社開発ブランド
M&Aで取得したブランド

� 20～50代会社員 + 20~30代若者
� 中型店（50～75坪）
� 客単価：2,700円～2,900円

� ファミリー層含む幅広い年齢層
� 60～90坪を主に多様な形態
� 客単価：2,700円～3,000円

� 20～60代会社員
� 中～大型店（60～100坪）
� 客単価：3,000円～3,200円

� 20～40代会社員
� 小型店（30～50坪）
� 客単価：3,200円～3,500円

� 20～60代の会社員
� 超小型店（10～20坪）
� 客単価：1,500円～2,000円

� 20～60代会社員
� 中型店（30～50坪）
� 客単価：2,500円～2,700円

2012年年年年6月取得月取得月取得月取得

� 10～60代会社員・学生
� 小型店（20～50坪）
� 客単価：500～1,500円

� 20～60代会社員
� 中型店（40～70坪）
� 客単価：3,500円～4,000円

� 20～60代会社員・地元住人
� 小型店（15～50坪）
� 客単価：2,000円～3,000円

2013年年年年8月取得月取得月取得月取得

CHANGE & BUILDによるによるによるによる、、、、業態開発業態開発業態開発業態開発とととと適材適所適材適所適材適所適材適所のののの店舗展開店舗展開店舗展開店舗展開

● 幅広幅広幅広幅広いいいい顧顧顧顧客客客客層層層層、、、、店舗店舗店舗店舗フォフォフォフォーマットーマットーマットーマットにににに対応対応対応対応するするするする

多彩多彩多彩多彩ななななブランドポートブランドポートブランドポートブランドポートフォフォフォフォリリリリオオオオによりによりによりにより、、、、あらあらあらあらゆゆゆゆるるるる条条条条

件件件件のののの立立立立地地地地にににに出出出出店可能店可能店可能店可能

� 20～60代会社員
� 中型店（20～60坪）
� 客単価：2,000円～2,500円



2013年度年度年度年度 業態別店舗数業態別店舗数業態別店舗数業態別店舗数のののの推移推移推移推移
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業態別店舗数の推移

業態名

2012年度期末 2013年度期末 増減

直営 ＦＣ 計 直営 ＦＣ 計 直営 ＦＣ 計

はなのはなのはなのはなの舞舞舞舞 186 177 363 186 179 365 － 2 2

さかなやさかなやさかなやさかなや道場道場道場道場（（（（魚鮮水産含魚鮮水産含魚鮮水産含魚鮮水産含むむむむ）））） 96 33 129 87 36 123 △9 3 △6

こだわりやまこだわりやまこだわりやまこだわりやま 2 43 45 2 42 44 － △1 △1

チムニーチムニーチムニーチムニー
－ 12 12 － 10 10 － △2 △2

軍鶏農場軍鶏農場軍鶏農場軍鶏農場
－ － － 13 － 13 13 － 13

豊丸水産豊丸水産豊丸水産豊丸水産
－ － － 10 － 10 10 － 10

そのそのそのその他他他他 12 29 41 11 26 37 △1 △3 △4

合計合計合計合計 296 294 590 309 293 602 13 △1 12

（（（（コントラクトコントラクトコントラクトコントラクト事業店舗事業店舗事業店舗事業店舗）））） 97 － 97 98 － 98 1 － 1

（（（（コントラクトコントラクトコントラクトコントラクト含含含含むむむむ）））） 393 294 687 407 293 700 14 △1 13

（単位：店)

� 2014年年年年1月末月末月末月末時点時点時点時点でででで、、、、軍鶏農軍鶏農軍鶏農軍鶏農場場場場はははは14店舗店舗店舗店舗・・・・豊丸水産豊丸水産豊丸水産豊丸水産はははは13店舗店舗店舗店舗にににに増加増加増加増加



2013年年年年12月末現在月末現在月末現在月末現在 地域別店舗数地域別店舗数地域別店舗数地域別店舗数
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地域別店舗数（2013年12月末現在）

北海道・東北

北海道/青森/岩手/
宮城/秋田/山形/福島

はなの舞

さかなや道場

こだわりやま

その他

コントラクト

合計

31店
8店
9店
1店

31店

80店

甲信越・北陸

新潟/山梨/長野/
富山/石川/福井

はなの舞

さかなや道場

こだわりやま

その他

コントラクト

合計

22店
5店
1店
3店
6店

37店

関東

神奈川/埼玉/千葉/
茨城/栃木/群馬

はなの舞

さかなや道場

こだわりやま

その他

コントラクト

合計

135店
38店
5店

19店
16店

213店

東京

はなの舞

さかなや道場

こだわりやま

その他

コントラクト

合計

104店
32店
25店
38店
8店

207店

関西

大阪/京都/兵庫/
滋賀/奈良/和歌山

はなの舞

さかなや道場

こだわりやま

その他

コントラクト

合計

18店
13店
1店
3店
7店

42店

中国

鳥取/島根/岡山/
広島/山口

はなの舞

さかなや道場

その他

コントラクト

合計

15店
4店
1店
3店

23店

東海

静岡/岐阜/愛知/三重

はなの舞

さかなや道場

こだわりやま

その他

コントラクト

合計

35店
14店
3店
4店
9店

65店

四国・九州

愛媛/香川福岡/
佐賀/長崎/大分
熊本/宮崎/鹿児島/沖縄

はなの舞

さかなや道場

その他

コントラクト

合計

5店
9店
1店

18店

33店



ホームタウンホームタウンホームタウンホームタウン制度制度制度制度をををを基礎基礎基礎基礎としたとしたとしたとした、、、、各地域店舗各地域店舗各地域店舗各地域店舗ののののＣＨＡＮＧＥ＆ＢＵＩＬＤＣＨＡＮＧＥ＆ＢＵＩＬＤＣＨＡＮＧＥ＆ＢＵＩＬＤＣＨＡＮＧＥ＆ＢＵＩＬＤによるによるによるによる収益向上策収益向上策収益向上策収益向上策
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CHANGE & BUILDによるによるによるによる、、、、全国各地全国各地全国各地全国各地のののの収益向上計画収益向上計画収益向上計画収益向上計画

●●●● 【【【【中中中中部部部部・・・・東東東東海地海地海地海地方戦略方戦略方戦略方戦略】】】】1～～～～3月月月月にににに見直見直見直見直しししし強強強強化化化化。。。。自自自自らのらのらのらのカカカカニバリニバリニバリニバリをををを阻止阻止阻止阻止

� 静岡県静岡市御幸町静岡県静岡市御幸町静岡県静岡市御幸町静岡県静岡市御幸町 1月月月月8日日日日 リニューリニューリニューリニューアアアアルルルルオオオオーーーーオプオプオプオプンンンン

1階階階階 海海海海賊浜焼賊浜焼賊浜焼賊浜焼きききき 豊丸水産豊丸水産豊丸水産豊丸水産 静岡御幸町静岡御幸町静岡御幸町静岡御幸町店店店店 （（（（旧旧旧旧はなのはなのはなのはなの舞舞舞舞））））

2階階階階 はなのはなのはなのはなの舞舞舞舞 静岡御幸町静岡御幸町静岡御幸町静岡御幸町店店店店 （（（（旧旧旧旧さかなやさかなやさかなやさかなや））））

� 静岡県静岡市呉服町静岡県静岡市呉服町静岡県静岡市呉服町静岡県静岡市呉服町 龍馬軍鶏農龍馬軍鶏農龍馬軍鶏農龍馬軍鶏農場場場場 静岡呉服町静岡呉服町静岡呉服町静岡呉服町店店店店

1月月月月20日日日日リニューリニューリニューリニューアアアアルルルルｵｰﾌｵｰﾌｵｰﾌｵｰﾌﾟ゚゚゚ﾝﾝﾝﾝ （（（（旧旧旧旧はなのはなのはなのはなの舞舞舞舞））））

●●●● 【【【【関西関西関西関西地地地地方方方方地地地地区区区区】】】】4～～～～6月月月月にににに見直見直見直見直しししし強強強強化化化化するするするする関西関西関西関西地地地地区区区区
� 収益悪収益悪収益悪収益悪化店舗化店舗化店舗化店舗はははは撤退撤退撤退撤退ではなくではなくではなくではなく、、、、業態転換業態転換業態転換業態転換によるによるによるによる収益改善収益改善収益改善収益改善をををを計画計画計画計画

●●●● 【【【【四国地四国地四国地四国地方戦略方戦略方戦略方戦略】】】】高高高高知知知知へのへのへのへの出出出出店店店店とととと四国物流四国物流四国物流四国物流ルートルートルートルートのののの充実充実充実充実

� 龍馬龍馬龍馬龍馬ををををテテテテーマーマーマーマにににに店舗店舗店舗店舗展開展開展開展開をしているをしているをしているをしている当社当社当社当社にとってにとってにとってにとって、、、、満満満満をををを持持持持したしたしたした高高高高知知知知へのへのへのへの出出出出店店店店計画計画計画計画

明石明石明石明石（（（（兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県））））のののの瀬戸大瀬戸大瀬戸大瀬戸大橋橋橋橋からからからから、、、、高高高高松松松松（（（（香香香香川川川川県県県県）、）、）、）、西条市西条市西条市西条市・・・・松松松松山山山山（（（（愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県））））にににに繋繋繋繋がるがるがるがる、、、、四国四国四国四国

物流物流物流物流ルートルートルートルートをををを充実充実充実充実

●●●● 【【【【中中中中国地国地国地国地方戦略方戦略方戦略方戦略】】】】下関下関下関下関でででで結結結結ぶぶぶぶ山山山山陽道陽道陽道陽道・・・・山山山山陰道陰道陰道陰道のののの物流物流物流物流ルートルートルートルートのののの更更更更なるなるなるなる充実充実充実充実

� 鳥取鳥取鳥取鳥取・・・・倉吉倉吉倉吉倉吉・・・・米子米子米子米子（（（（鳥取県鳥取県鳥取県鳥取県）、）、）、）、松江松江松江松江・・・・浜田浜田浜田浜田（（（（島島島島根県根県根県根県）、）、）、）、山山山山口口口口・・・・下関下関下関下関（（（（山山山山口県口県口県口県））））のののの山山山山陰陰陰陰ルートルートルートルート

� 岡岡岡岡山山山山・・・・倉敷倉敷倉敷倉敷（（（（岡岡岡岡山山山山県県県県）、）、）、）、福福福福山山山山・・・・三原三原三原三原・・・・呉呉呉呉・・・・広広広広島島島島・・・・大大大大竹竹竹竹（（（（広広広広島島島島県県県県）、）、）、）、岩岩岩岩国国国国・・・・徳徳徳徳山山山山・・・・防府防府防府防府・・・・新山新山新山新山
口口口口・・・・下関下関下関下関（（（（山山山山口県口県口県口県））））のののの山山山山陽陽陽陽ルートルートルートルート

●●●● 【【【【九州九州九州九州地地地地方戦略方戦略方戦略方戦略】】】】

� 福岡県中洲福岡県中洲福岡県中洲福岡県中洲でででで博多博多博多博多魚鮮水産魚鮮水産魚鮮水産魚鮮水産「「「「活活活活イカイカイカイカ」「」「」「」「はかたはかたはかたはかた地地地地どりどりどりどり」」」」をををを3月末月末月末月末ににににオオオオーーーーププププンンンン予定予定予定予定

●●●● 【【【【北北北北海海海海道戦略道戦略道戦略道戦略】】】】

� 昨昨昨昨年年年年札幌札幌札幌札幌にににに「「「「北北北北海魚鮮水産海魚鮮水産海魚鮮水産海魚鮮水産すすきのすすきのすすきのすすきの店店店店」」」」をををを出出出出店店店店。。。。小樽湾直小樽湾直小樽湾直小樽湾直送送送送のののの魚魚魚魚などなどなどなど、、、、北北北北海海海海道道道道のののの食食食食

材材材材ををををふふふふんんんんだだだだんにんにんにんに活用活用活用活用

� 今今今今年度年度年度年度東京東京東京東京のののの新新新新宿宿宿宿にににに、「、「、「、「北北北北海魚鮮水産海魚鮮水産海魚鮮水産海魚鮮水産」」」」のののの2号号号号店店店店をををを、、、、すすきのすすきのすすきのすすきの店店店店にににに続続続続きききき開開開開店予定店予定店予定店予定

はなの舞から転換した豊丸水産

（上）外観と（下）店内



人財育成人財育成人財育成人財育成

ABCアカデミーアカデミーアカデミーアカデミーによるによるによるによる人財育成人財育成人財育成人財育成のののの強化強化強化強化
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� 目目目目的的的的①①①①おおおお客様客様客様客様からからからから「「「「ありがとうありがとうありがとうありがとう」」」」をもらうをもらうをもらうをもらう仕事仕事仕事仕事のののの喜喜喜喜びびびびのののの確立確立確立確立

②②②②基本的基本的基本的基本的心心心心構構構構ええええ「「「「経営理念経営理念経営理念経営理念」」」」のののの共共共共有有有有とととと技術技術技術技術のののの習得習得習得習得

� ＡＢＡＢＡＢＡＢＣＣＣＣアカアカアカアカデミーデミーデミーデミー・・・・教教教教育育育育母母母母店店店店・・・・店舗店舗店舗店舗支援支援支援支援部部部部とのとのとのとの循循循循環環環環教教教教育育育育をををを強強強強化化化化

教教教教育育育育のののの流流流流れれれれ：：：：知識知識知識知識のののの習得習得習得習得（（（（ＡＢＡＢＡＢＡＢＣＣＣＣアカアカアカアカデミーデミーデミーデミー））））⇒⇒⇒⇒実施実施実施実施訓練訓練訓練訓練（（（（教教教教育育育育母母母母店店店店））））

⇒⇒⇒⇒再教再教再教再教育育育育（（（（ＡＢＡＢＡＢＡＢＣＣＣＣアカアカアカアカデミーデミーデミーデミー））））⇒⇒⇒⇒辞令辞令辞令辞令⇒⇒⇒⇒店舗店舗店舗店舗へへへへ配配配配属属属属

� 4444種種種種類類類類ののののママママイイイイスタースタースタースター認認認認定定定定制制制制度度度度をををを設設設設けけけけ、、、、技術力技術力技術力技術力のののの向上向上向上向上とととと維持維持維持維持をををを義務付義務付義務付義務付けけけけ

①①①①鮮魚鮮魚鮮魚鮮魚ママママイイイイスタースタースタースター ②②②②活魚活魚活魚活魚ママママイイイイスタースタースタースター ③③③③寿司寿司寿司寿司ママママイイイイスタースタースタースター

④④④④ドリンクマドリンクマドリンクマドリンクマイイイイスタースタースタースター ⑤⑤⑤⑤今今今今後後後後軍鶏軍鶏軍鶏軍鶏ののののママママイイイイスタースタースタースター創創創創設設設設予定予定予定予定

物流センターを見学し、商品の流れを理解

衛生項目など、必修授業を座学で知識習得した後、実践教育へそれぞれの実力に応じて、技術を習得
東京都墨田区に開校



人財育成人財育成人財育成人財育成

生産者生産者生産者生産者とのとのとのとの交流研修交流研修交流研修交流研修によるによるによるによる人財育成人財育成人財育成人財育成のののの強化強化強化強化

27

� 生産地生産地生産地生産地にににに赴赴赴赴きききき、、、、生産者生産者生産者生産者とととと直直直直接交接交接交接交流流流流

� 生産者生産者生産者生産者のののの想想想想いいいい、、、、育育育育てててて方方方方やややや商品特性商品特性商品特性商品特性・・・・地域特性地域特性地域特性地域特性などをなどをなどをなどを、、、、

生産生産生産生産現現現現場場場場でででで身身身身をもってをもってをもってをもって体体体体験験験験

� 商品商品商品商品のののの大大大大切切切切さをさをさをさを体感体感体感体感するするするするこここことによりとによりとによりとにより、、、、素材素材素材素材のののの良良良良さやさやさやさや特性特性特性特性

をををを自自自自分分分分のののの言言言言葉葉葉葉でででで説説説説明明明明できるとできるとできるとできるとこここころろろろまでまでまでまで習得習得習得習得

� 体体体体験験験験したしたしたした、、、、生産生産生産生産⇒⇒⇒⇒加加加加工工工工⇒⇒⇒⇒販売販売販売販売までのまでのまでのまでの6次産業次産業次産業次産業のののの循循循循環環環環

をををを、、、、各店舗各店舗各店舗各店舗でおでおでおでお客様客様客様客様にににに訴訴訴訴求求求求

醸造タンクで熟成し、甕つぼに仕込みます ⇒芋を洗って切ります ⇒まずイモを堀ります ⇒ はなの舞ＰＢ「俺の芋焼酎」の完成

創業創業創業創業30周年周年周年周年にちなみにちなみにちなみにちなみ、、、、30歳歳歳歳のののの店長店長店長店長がががが、、、、自分自分自分自分たちでたちでたちでたちで掘掘掘掘ったったったった芋芋芋芋でででで芋焼酎芋焼酎芋焼酎芋焼酎をををを作作作作るるるる生産現場体験生産現場体験生産現場体験生産現場体験（（（（鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県））））

タマタマタマタマ軍鶏生産者軍鶏生産者軍鶏生産者軍鶏生産者、、、、篠田篠田篠田篠田さんのさんのさんのさんの養鶏所研修養鶏所研修養鶏所研修養鶏所研修（（（（千葉県千葉県千葉県千葉県））））



コントラクトコントラクトコントラクトコントラクト事業事業事業事業

コントラクトコントラクトコントラクトコントラクト事業事業事業事業におけるにおけるにおけるにおける、、、、新規取新規取新規取新規取りりりり組組組組みみみみ

隊員隊員隊員隊員のののの方方方方々々々々ののののオアシスオアシスオアシスオアシス

28

� 2009年年年年よりよりよりより、、、、防防防防衛省衛省衛省衛省のののの各施各施各施各施設設設設におけるにおけるにおけるにおける食食食食堂運堂運堂運堂運営営営営のののの受託受託受託受託をををを開開開開始始始始、、、、現在現在現在現在98店舗店舗店舗店舗をををを運運運運営営営営

� 2015年年年年4月月月月からからからから新新新新規規規規出出出出店店店店となるとなるとなるとなる駐屯駐屯駐屯駐屯地内地内地内地内のののの受託受託受託受託獲獲獲獲得得得得にににに向向向向けてけてけてけて、、、、今今今今期期期期はははは入入入入札札札札活活活活動動動動準準準準備備備備

� 駐屯駐屯駐屯駐屯地内地内地内地内のののの他他他他施施施施設設設設やややや、、、、自自自自衛隊以衛隊以衛隊以衛隊以外外外外のののの施施施施設設設設でのでのでのでの新新新新規受託規受託規受託規受託事事事事業業業業のののの獲獲獲獲得得得得ににににチチチチャレャレャレャレンジンジンジンジ

� 国国国国籍不籍不籍不籍不明明明明機機機機へのへのへのへの対対対対領空侵犯措領空侵犯措領空侵犯措領空侵犯措置置置置やややや戦戦戦戦闘機闘機闘機闘機パパパパイイイイロットロットロットロットのののの教教教教育育育育訓練訓練訓練訓練にににに当当当当たるたるたるたる空空空空自新自新自新自新田田田田

原原原原基地基地基地基地のののの「「「「はなのはなのはなのはなの舞舞舞舞 新新新新田原田原田原田原基地店基地店基地店基地店」」」」でででで、、、、カフカフカフカフェバーラェバーラェバーラェバーラウウウウンジンジンジンジをををを昨昨昨昨年年年年12月月月月ににににオオオオーーーーププププンンンン

� 4リットルリットルリットルリットルののののビールビールビールビールがががが入入入入るるるる「「「「タタタタワワワワーピッチーピッチーピッチーピッチャャャャーーーー」」」」をををを囲囲囲囲んでんでんでんで、、、、ビストロビストロビストロビストロ風風風風メニューメニューメニューメニューがががが楽楽楽楽しめるしめるしめるしめる

ためためためため、、、、いまやすっかりいまやすっかりいまやすっかりいまやすっかり隊員隊員隊員隊員のののの方方方方たちのたちのたちのたちのオアオアオアオアシスシスシスシスになっていますになっていますになっていますになっています

� 駐屯駐屯駐屯駐屯地地地地支支支支部部部部のののの要要要要望望望望事事事事項項項項「「「「一一一一」（」（」（」（心心心心をををを一一一一つにつにつにつに、、、、ワワワワンランクンランクンランクンランク上上上上にににに、、、、一一一一番番番番をををを目目目目指指指指してしてしてして））））にににに通通通通じじじじるるるる

取取取取りりりり組組組組みみみみのののの一一一一翼翼翼翼をををを担担担担うううう

店舗数推移店舗数推移店舗数推移店舗数推移 （店舗数）

新田原基地のカフェバーラウンジ 4リットルの「タワーピッチャー」 朝霞駐屯地の「朝霞クラブ」

13 97 98 98
108



ＦＣＦＣＦＣＦＣオーナーオーナーオーナーオーナーとのとのとのとの共存共栄共存共栄共存共栄共存共栄
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CHANGE & BUILDによるによるによるによる、ＦＣ、ＦＣ、ＦＣ、ＦＣビジネスビジネスビジネスビジネスのののの強化強化強化強化

居酒屋事業居酒屋事業居酒屋事業居酒屋事業におけるにおけるにおけるにおける

ビジネスモデルビジネスモデルビジネスモデルビジネスモデル

店舗運営店舗運営店舗運営店舗運営

ノウハウノウハウノウハウノウハウのののの

共有化共有化共有化共有化

圧倒的圧倒的圧倒的圧倒的なななな

購買力購買力購買力購買力によるによるによるによる充実充実充実充実したしたしたした

食材供給食材供給食材供給食材供給

直営直営直営直営
FC

50 ：：：： 50
黄金比率黄金比率黄金比率黄金比率

� ＦＣＦＣＦＣＦＣ店舗店舗店舗店舗数数数数はははは、、、、2014年年年年3月月月月時点時点時点時点でででで305～～～～310店舗店舗店舗店舗をををを予定予定予定予定。。。。今今今今年度年度年度年度増加増加増加増加のののの方方方方向性向性向性向性をををを維持維持維持維持

� 30年年年年前前前前のののの創創創創立時立時立時立時よりよりよりよりＦＣＦＣＦＣＦＣ比率比率比率比率がががが高高高高いいいいビジネスモデルビジネスモデルビジネスモデルビジネスモデルをををを継続継続継続継続。。。。居酒屋居酒屋居酒屋居酒屋業業業業界界界界でででで他他他他社社社社とのとのとのとの差異化差異化差異化差異化にににに繫繫繫繫がっているがっているがっているがっている

� ＦＣＦＣＦＣＦＣ比率比率比率比率のののの高高高高いいいいビジネスモデルビジネスモデルビジネスモデルビジネスモデルをををを堅堅堅堅持持持持するためするためするためするため、、、、直営直営直営直営からのからのからのからの転換転換転換転換とととと新新新新規規規規出出出出店店店店でででで、Ｃ、Ｃ、Ｃ、ＣＨＨＨＨＡＡＡＡＮＧＥ＆ＮＧＥ＆ＮＧＥ＆ＮＧＥ＆ＢＢＢＢＵＩＬＤＵＩＬＤＵＩＬＤＵＩＬＤをををを加速加速加速加速。。。。居酒屋居酒屋居酒屋居酒屋

事事事事業業業業においてにおいてにおいてにおいて、、、、直営直営直営直営：：：：ＦＣＦＣＦＣＦＣ＝＝＝＝50：：：：50のののの黄金比率黄金比率黄金比率黄金比率ををををターターターターゲゲゲゲットットットットとするとするとするとする

� 外食外食外食外食産業産業産業産業をををを希望希望希望希望するするするする人人人人はははは将来独将来独将来独将来独立立立立志志志志向向向向がががが強強強強くくくく、、、、入社入社入社入社時時時時のののの目目目目標標標標でもでもでもでも社社社社員独員独員独員独立立立立をををを夢夢夢夢にににに掲掲掲掲げるげるげるげる新入社新入社新入社新入社員員員員がががが多多多多いいいい。。。。そそそそのようのようのようのよう

なななな社社社社員員員員によるによるによるによる「「「「夢夢夢夢のののの実実実実現現現現・・・・独独独独立立立立」」」」がががが可能可能可能可能となるとなるとなるとなる、「、「、「、「人人人人財財財財のののの循循循循環企業環企業環企業環企業」」」」となるようとなるようとなるようとなるよう、、、、社社社社員独員独員独員独立立立立ををををサポートサポートサポートサポート

� 当社当社当社当社教教教教育育育育機機機機関関関関であるであるであるであるＡＢＡＢＡＢＡＢＣＣＣＣアカアカアカアカデミーデミーデミーデミーではではではでは、ＦＣ、ＦＣ、ＦＣ、ＦＣ向向向向けけけけ人人人人財財財財育育育育成成成成ココココースースースースもももも創創創創設設設設予定予定予定予定。。。。従従従従業業業業員員員員のののの育育育育成成成成はもちはもちはもちはもちろろろろんんんん、、、、居酒屋居酒屋居酒屋居酒屋をををを

開開開開業業業業・・・・独独独独立立立立できるまでのできるまでのできるまでのできるまでのトータルトータルトータルトータルカカカカリキュラリキュラリキュラリキュラムムムムをををを整備整備整備整備中中中中



創業創業創業創業30周年記念周年記念周年記念周年記念フェアフェアフェアフェア

1984年年年年2月創業月創業月創業月創業。。。。おかげさまでおかげさまでおかげさまでおかげさまで今年創業今年創業今年創業今年創業30周年周年周年周年をををを迎迎迎迎えますえますえますえます
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� 1月月月月15日日日日～～～～3月月月月2日日日日までまでまでまで3弾弾弾弾にわたりにわたりにわたりにわたり創業創業創業創業記記記記念念念念フフフフェェェェアアアアをををを開開開開催催催催中中中中

�心心心心からのからのからのからの「「「「おもてなしおもてなしおもてなしおもてなし」」」」でおでおでおでお客様客様客様客様をおをおをおをお迎迎迎迎ええええしておりますしておりますしておりますしております



訪日外国人観光客訪日外国人観光客訪日外国人観光客訪日外国人観光客のののの取取取取りりりり込込込込みみみみ
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日本文化的空間日本文化的空間日本文化的空間日本文化的空間をををを楽楽楽楽しんでいただくしんでいただくしんでいただくしんでいただく店舗造店舗造店舗造店舗造りりりり

� 2013年年年年のののの訪訪訪訪日日日日外外外外国国国国人人人人観光観光観光観光客客客客はははは1,000万万万万人人人人をををを超過超過超過超過。。。。外外外外国国国国人人人人訪問訪問訪問訪問者者者者数数数数はははは、、、、世界世界世界世界でででで未未未未だだだだ33位位位位でありでありでありであり今今今今後後後後もももも増加増加増加増加傾傾傾傾向向向向

� 和和和和食食食食ががががユユユユネスネスネスネスココココ無形文無形文無形文無形文化化化化遺遺遺遺産産産産にににに登録登録登録登録されされされされ、、、、世界世界世界世界中中中中でででで和和和和食食食食がががが脚光脚光脚光脚光をををを浴浴浴浴びびびびているているているているニーニーニーニーズズズズのののの取取取取りりりり込込込込みみみみをををを図図図図るるるる

� 当社当社当社当社のののの店舗店舗店舗店舗はははは、、、、おおおお客様客様客様客様がががが楽楽楽楽しいしいしいしい食事食事食事食事のののの時時時時間間間間をををを過過過過ごごごごしていたしていたしていたしていただだだだくくくく空空空空間間間間とととと捉捉捉捉ええええ、、、、滞在滞在滞在滞在のののの楽楽楽楽しさをしさをしさをしさを満満満満喫喫喫喫していたしていたしていたしていただだだだけるけるけるける店舗店舗店舗店舗をををを展開展開展開展開

昨年11月15日オープンの軍鶏農場京都駅前店
国技館監修の土俵を持つ花の舞両国国技館前店

京都の池田屋はなの舞では大階段を再現

厳島神社再現の厳島別邸花の舞広島南口店

京都花の舞中央口駅前店では弁慶と牛若丸を再現 風林火山はなの舞甲府駅前店の武田信玄と24将



CHANGE & BUILD 株式会社株式会社株式会社株式会社やまやとのやまやとのやまやとのやまやとのコラボレーションコラボレーションコラボレーションコラボレーション
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新新新新しいしいしいしい親会社親会社親会社親会社、、、、株式会社株式会社株式会社株式会社やまやとのやまやとのやまやとのやまやとのシナジーシナジーシナジーシナジー効果効果効果効果のののの創出創出創出創出

●●●●従来従来従来従来よりよりよりより良好良好良好良好なななな取取取取引引引引関関関関係係係係をををを、、、、ＷＩＮＷＩＮＷＩＮＷＩＮＷＩＮＷＩＮＷＩＮＷＩＮののののシシシシナナナナジージージージー関関関関係係係係へへへへ

� 仙台仙台仙台仙台のののの利利利利府府府府やややや大大大大阪阪阪阪事務事務事務事務所所所所でででで、、、、同同同同じじじじビルビルビルビルにににに同同同同居居居居するなどするなどするなどするなど、、、、従来従来従来従来よりよりよりより取取取取引含引含引含引含めめめめ良良良良

好好好好なななな関関関関係係係係をををを継続継続継続継続

� 東北東北東北東北地地地地方方方方をををを中心中心中心中心にににに全全全全国各地国各地国各地国各地のはなののはなののはなののはなの舞舞舞舞・・・・さかなやさかなやさかなやさかなや道道道道場場場場・・・・魚鮮水産魚鮮水産魚鮮水産魚鮮水産はははは、、、、酒酒酒酒販販販販店店店店

であるであるであるである株株株株式式式式会社会社会社会社やまやからやまやからやまやからやまやから、、、、ビールビールビールビールやややや日本日本日本日本酒酒酒酒・・・・輸輸輸輸入入入入ジュースジュースジュースジュースなどをなどをなどをなどを購購購購入入入入

� 株株株株式式式式会社会社会社会社やまやはやまやはやまやはやまやは、、、、ワワワワールドリールドリールドリールドリカカカカーシスーシスーシスーシステムテムテムテムとしてとしてとしてとして、、、、世界世界世界世界各国各国各国各国からからからからワワワワイイイインンンンやややや

チーチーチーチーズズズズをををを輸輸輸輸入入入入するなどするなどするなどするなど特特特特色色色色あるあるあるある酒酒酒酒販販販販店店店店としてとしてとしてとして、、、、全全全全国国国国304店舗店舗店舗店舗（（（（2013年年年年12月末月末月末月末））））
展開展開展開展開

� ココココルドンルドンルドンルドンヴヴヴヴェールェールェールェール株株株株式式式式会社会社会社会社（（（（イオイオイオイオンンンン51％％％％やまややまややまややまや49％％％％出資出資出資出資））））がががが世界世界世界世界からからからから調達調達調達調達したしたしたした
ワワワワイイイインンンンをををを、、、、やまややまややまややまや商流株商流株商流株商流株式式式式会社会社会社会社がががが販売販売販売販売

�新新新新しいしいしいしいシシシシナナナナジージージージー効果効果効果効果をををを創創創創出出出出すすすすべべべべくくくく、、、、今今今今後後後後新業態新業態新業態新業態のののの開発開発開発開発などなどなどなど取取取取りりりり組組組組むむむむ予定予定予定予定

コルドンヴェール（株）のワールドワイドな調達 （コルドンヴェールＨＰより抜粋）

カリフォルニア州ソノマのカルネロス地区の「グ

ロリア・フェラー」のワイナリーと自社葡萄畑

同じビルに同居する当社大阪事務所と店舗



めっちゃめっちゃめっちゃめっちゃ魚魚魚魚がががが好好好好きききき株式会社株式会社株式会社株式会社（（（（2013年年年年8月月月月））））
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M&Aによるによるによるによる新業態新業態新業態新業態ビジネスビジネスビジネスビジネス取取取取りりりり込込込込みみみみ。。。。ブランドポートフォリオブランドポートフォリオブランドポートフォリオブランドポートフォリオのののの拡充拡充拡充拡充とととと事業拡大事業拡大事業拡大事業拡大をををを加速加速加速加速

升屋升屋升屋升屋（（（（2012年年年年2月月月月））））

紅紅紅紅フーズコーポレーションフーズコーポレーションフーズコーポレーションフーズコーポレーション （（（（2012年年年年6月月月月））））

イタリアイタリアイタリアイタリア海鮮料理海鮮料理海鮮料理海鮮料理MASUYAMASUYAMASUYAMASUYA（（（（2013年年年年７７７７月月月月））））

� 「新橋やきとん」「焼焼とんとん」を展開する株式会社紅
フーズコーポレーションの全株式を取得し、直営店6店
舗承継、現在13店舗。本年は20店舗を視野に出店

� ホルモンという特色ある食材に特化した小型店舗

� 調達方法や、販売方法等の運営ノウハウを取得

� 2013年7月1日東京都北区

赤羽のＪＲ駅構内に開店

� 特徴とするのは、ソムリエか
らのワインのお勧め。25種

類のワインを常時取り揃え、

バラエティに富んだ中から、

お客様のお好みをチョイス。

� 厚さ3センチの鉄板にこだ
わった鉄板焼の専門店

� 直営店4店舗、ＦＣ店舗。店

舗フォーマットは30～50坪

価格帯は3,300円

� 居酒屋業態8店舗、ラーメン店1店舗を事業譲受

� 駅前に位置しながら海辺の感覚が感じられる新たな店
舗コンセプトを吸収

� 漁港直送の新鮮な魚介類の仕入れと物流のシナジー

� 関西地区の店舗網の拡大



チムニーチムニーチムニーチムニー30年年年年のののの歴史歴史歴史歴史
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イオングループイオングループイオングループイオングループ時代時代時代時代

米久米久米久米久・・・・キリンキリンキリンキリン

グループグループグループグループ時代時代時代時代

CHANGE&
BUILD

上場企業上場企業上場企業上場企業へへへへ

MBOのののの実施実施実施実施
第二第二第二第二のののの創業期創業期創業期創業期

1984～～～～

2005～～～～

2009～～～～

2014

• チムニー業態の開始（1984）

• FC1号店の開店（1984）

• はなの舞1号店の開店（1995）

• 米久米久米久米久グループグループグループグループにににに加入加入加入加入（（（（1997））））

• 物流センター開設（1999）

• 店舗数250を突破（2004）

• ジャスダックジャスダックジャスダックジャスダック上場上場上場上場（（（（2005））））

• 米久米久米久米久グループグループグループグループのののの筆頭株主筆頭株主筆頭株主筆頭株主がががが麒麟麦酒麒麟麦酒麒麟麦酒麒麟麦酒

からからからから三菱商事三菱商事三菱商事三菱商事にににに異動異動異動異動（（（（2007））））

• 店舗数500突破（2009）

• MBOのののの実施実施実施実施（（（（2009））））

• 各種官公庁への事業展開の本格稼動（2010）

• 株式会社紅フーズコーポレーションの全株式を取得 ・升屋ブランド店舗12店舗を譲り受け、運営開始（2012 ）

• 東証東証東証東証二部二部二部二部上場上場上場上場（（（（2012））））

• 子会社「魚鮮水産」設立（2011）
• バックキッチンの設置（2011）

• 米久米久米久米久グループグループグループグループのののの筆頭株主筆頭株主筆頭株主筆頭株主がががが麒麟麦酒麒麟麦酒麒麟麦酒麒麟麦酒にににに（（（（1998））））

• 店舗9店舗を譲り受け、めっちゃ魚が好き株式会社として運営開始（2013 ）

• 株式会社株式会社株式会社株式会社やまやがやまやがやまやがやまやが

親会社親会社親会社親会社にににに（（（（2013））））

• 店舗数700店舗突破 ●ABCアカデミー開講 ●

中部チムニー（株）設立
●

関西バックキッチン新設稼動
●

新センター設立稼動 （2013 ）

• 新業態、龍馬軍鶏農場・
豊丸水産オープン2013）
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ご清聴ありがとうございました
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注意事項

この説明会資料に掲載されている、現在の計画、見通し、戦略などのうち、歴

史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、リスクや不確定な

要素を含んでおります。これらは、現在入手可能な情報から得られた当社の判

断に基づいたものであり、実際の業績等は、さまざまな要因により、見通しと大

きく異なる結果となりうることをあらかじめご了承ください。

掲載内容には細心の注意を払っておりますが、当社および情報提供元は、情

報の完全性、正確性、確実性、有用性、その他の保証を行うものではありませ

ん。掲載された情報の誤りによって生じた障害等に関して、当社は事由の如何

を問わず一切責任を負いません。

なお、この説明会資料は投資勧誘を目的としたものではありません。実際の投

資の際は、当情報に全面的に依拠することなく、皆様ご自身のご判断でお願い

申し上げします。


