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株主の皆様へ

キユーピー株式会社
代表取締役社長

経営理念

キユーピーグループは

「おいしさ・やさしさ・ユニークさ」をもって、

食生活に貢献いたします。

̶めざす姿̶

一人ひとりのお客様に、最も信頼され、
親しまれるグループをめざします。
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さつまいもは、料理はもちろん、デザートにも幅広く利用できる人気の食材です。
食物繊維の他、ビタミンB1、C、E、カリウムなども豊富で、特にビタミンCは、
さつまいも1本でリンゴの5倍以上含まれています。また、他の野菜に比べてさ
つまいものビタミンCは熱に強いのも特徴のひとつです。さつまいもは切り口
が変色しやすいので、切ったらすぐに水にさらすのが、色よく仕上げるポイン
トですが、皮の部分が特に栄養価が高いので、皮ごと利用するのがおすすめです。

表紙の野菜について　̶さつまいも̶

　当社グループ（当社、連結子会社および持分法適用関
連会社）は、平成22年度からの3年間を対象とする中期
経営計画をグループが連携して取り組むことで、企業価
値の一層の向上に努めました。
　その結果、当第2四半期の売上高は、調味料・加工食
品事業やサラダ・惣菜事業が好調に推移し、2,483億
53百万円と前年同期に比べ96億36百万円（4.0％）の
増収となりました。利益面については、昨年の震災後に

　株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り厚くお
礼申し上げます。
　さて、当社は第100期の第2四半期（平成23年12月1
日から平成24年5月31日まで）の事業活動を終了いた
しましたので、その概況についてご報告申し上げます。

上期としては過去最高の
四半期純利益72億円を達成
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おける広告宣伝活動を自粛したことで、当期のマーケ
ティング費用は増加しましたが、サラダ調味料や中食向
けの高付加価値商品の販売が伸張したことなどから、営
業利益は116億69百万円と前年同期に比べ22億22百万
円（23.5％）、経常利益が121億13百万円と前年同期
に比べ20億4百万円（19.8％）の増益となりました。
また、昨年の東日本大震災の保険金などの受取りや、連
結子会社株式の追加取得による負ののれん発生益を特別
利益として計上したこともあり、四半期純利益は71億
57百万円と前年同期に比べ31億97百万円（80.7％）
の増益となりました。

　中期経営計画の最終年度にあたり、収益基盤の多様化
を進めてまいります。「事業基盤の強化」においては、
サラダ調味料の着実なシェアの拡大と付加価値の向上、
ヒアルロン酸では生産能力の増強と高機能商品の市場浸
透、タマゴ商品における提案力の強化と鶏卵相場の変動
に強い体質づくり、惣菜やパッケージサラダの商品力と
提案力の強化などを一層推し進めてまいります。また「新
たな展開への挑戦」では、国内においては、新・ソース
ワールドの打ち出しなどによるグループ全体での提案に
より市場の深耕を図るほか、海外では、中国・タイのフー
ドサービス市場の攻略やマレーシア・ベトナムでの展開
を加速し、東アジアでの取り組みにおいて点から面への
拡大を推進してまいります。
　株主の皆様におかれましては、なお一層のご支援ご鞭
撻を賜りますようお願い申し上げます。

平成24年8月

中期経営計画の最終年度、
目標達成に向けラストスパート

●四半期（当期）純利益 （単位：億円）

●売上高 （単位：億円）

●営業利益 （単位：億円）

●経常利益 （単位：億円）

連結決算ハイライト
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調味料・加工食品

健康機能

タマゴ

事業別概況

・ドレッシングや健康訴求タイプのマヨネーズが好調
に推移しました。また、東アジアのマヨネーズの市場
への浸透も順調に拡大しました。

・原資材コストやマーケティング費用の増加を、増収
効果が上回り増益となりました。

売上高 899億68百万円 前年同期比 5.0％ 増
営業利益 72億26百万円 前年同期比 0.8％ 増

売上高 84億88百万円 前年同期比 7.7％ 減
営業利益 3億 8百万円 前年同期比 66.1％ 減

売上高 427億65百万円 前年同期比 0.8％ 減
営業利益 30億85百万円 前年同期比 140.3％ 増

・ヒアルロン酸の販売不振により減収となりましたが、
高齢者食は伸張しました。

・ヒアルロン酸は減益となりましたが、コスト改善は
進展しました。

・前年高騰した鶏卵相場の安定により減収となりましたが、
中食向け商品は好調に推移しました。

・中食向け高付加価値商品の増収や、鶏卵相場の安定に
より増益となりました。
※ タマゴ事業は、鶏卵相場の変動に売価を連動させた商品があります。鶏卵
相場が安値で安定する時は売上高は減少、利益は増加することがあります。
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健康機能 3.4％ 共通 1.2％

調味料・加工食品
36.3％

タマゴ
17.2％

サラダ・惣菜
19.0％

物流システム
22.9％

■連結売上高構成比（事業別）

サラダ・惣菜

物流システム

共通

・需要拡大に向けた施策により、パッケージサラダ
が大きく伸張、米飯や惣菜も拡大しました。

・これまでの事業基盤強化の効果に加え、増収が寄与
しました。

・お取引先様の物流体制の見直しなどにより、既存取引が減少し減収
となりました。

・既存取引の減少や燃料単価の上昇など厳しい状況の中、コスト改善が
進み増益となりました。

売上高 471億94百万円 前年同期比 17.5％ 増
営業利益 14億34百万円 前年同期比 101.7％ 増

・機械販売の増加などにより増益となりました。

売上高 30億20百万円 前年同期比 2.5％ 増
営業利益 4億95百万円 前年同期比 29.9％ 増

売上高 569億17百万円 前年同期比 1.2％ 減
営業利益 16億 4百万円 前年同期比 12.2％ 増



5

連結財務諸表

四半期連結貸借対照表（要旨）　　　　　　 （単位：百万円）

科　　　目 当第2四半期
（平成24年5月31日現在）

前　期
（平成23年11月30日現在）

資産の部
流動資産 127,741 111,110
固定資産 169,456 164,680
有形固定資産 122,958 116,072
無形固定資産 2,224 2,301
投資その他の資産 44,273 46,306
資産合計 297,198 275,790
負債の部
流動負債 82,742 76,019
固定負債 23,336 14,477
負債合計 106,078 90,497
純資産の部
株主資本 169,582 163,774
資本金 24,104 24,104
資本剰余金 29,434 29,434
利益剰余金 119,432 113,622
自己株式 △　3,387 △　3,386
その他の包括利益累計額 △　2,909 △　3,766
少数株主持分 24,446 25,284
純資産合計 191,119 185,293
負債純資産合計 297,198 275,790

四半期連結損益計算書（要旨） （単位：百万円）

科　　　目
当第2四半期

（平成23年12月 1 日から）平成24年 5 月31日まで

前第2四半期

（平成22年12月 1 日から）平成23年 5 月31日まで

売上高 248,353 238,717

売上総利益 61,609 56,673

営業利益 11,669 9,447

経常利益 12,113 10,109

税金等調整前四半期純利益 12,684 7,613

四半期純利益 7,157 3,960

四半期連結キャッシュ・フロー計算書（要旨） （単位：百万円）                       

科　　　目
当第2四半期

（平成23年12月 1 日から）平成24年 5 月31日まで

前第2四半期

（平成22年12月 1 日から）平成23年 5 月31日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 14,870 7,595

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 14,951 △ 5,752

財務活動によるキャッシュ・フロー 9,573 △  14,071

現金及び現金同等物に係る換算差額 180 △ 77

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 9,673 △  12,306

現金及び現金同等物の期首残高 24,509 33,121
非連結子会社との合併に伴う
現金及び現金同等物の増加額 － 7

現金及び現金同等物の四半期末残高 34,182 20,823

Point

連結貸借対照表については、“前第2四半期”ではなく、“前期”を併記しています。

鶏卵相場の安定的な推移や、マーケ
ティング費用の増加など、昨年の震災
影響の反動が生じる中、消費者の内
食・中食志向が継続したことが追い風
になりました。
ドレッシングや、付加価値の高い中食
向けのタマゴ商品、サラダや惣菜商品
の売上げが好調であったことから、前
期に対し22億円の増益になりました。

営業利益の増加22億円に加え、震
災による災害損失16億円が当第2
四半期ではなくなったことや、その
損失に対する保険金、補償金の受取
り6億円などが特別利益で計上さ
れ、四半期純利益は前年同期比32
億円増の72億円となりました。

仙川オフィス（仮称）の建設工事も
始まり、その投資額の30億円も含
めた投資活動による支出は150億
円となりました。営業活動上の収入
149億円、および第2回普通社債発
行による収入100億円などもあり、
現金は97億円増加しました。

営業利益 四半期純利益 キャッシュ・フロー計算書
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株主還元

　当社は、株主の皆様への適切な利益還元を経営の重
要方針としております。
　株主還元では配当金を最優先に位置づけ、連結自己
資本配当率（DOE）1.5%以上の維持を原則とし、連
結配当性向については25%を目安に、長期的に着実な
増配をめざしてまいります。

配当金のお受取りは、安心で便利な口座振込をご利用下さい
　株主の皆様が配当金をお受取りになる方法として、配当金領収証により現金でお受取りになる方法のほか、金融
機関等の口座への振込指定をご利用いただくことができます。

配当金を口座振込指定で受取るメリット

●  確実： 配当金領収証での受取期限を気にする必要がなく
なり、配当金の受取り漏れがありません。

● 便利：配当金が支払開始日に指定の口座に振り込まれます。
● 安心：配当金領収証の盗難・紛失の恐れがなくなります。

配当金の振込指定をご希望される株主様

証券会社に口座を開設されて
いる株主様

特別口座に株式を所有されて
いる株主様

お
問
い
合
わ
せ
先

口座を開設されている
証券会社

お
問
い
合
わ
せ
先

三井住友信託銀行
株式会社
証券代行部
0120-176-417

　当社では年1回、 株主優待制度を実施しております。
　ぜひ、商品をお手にとっていただき、当社へのご理
解を深めていただければ幸いです。

利益還元に関する基本方針

配当金振込指定手続きのご案内

株主優待制度のご案内

【株主優待権利確定基準日】毎年11月30日

【贈呈時期】株主優待権利確定基準日の翌年3月上旬

【贈呈基準・内容】

※写真は平成23年11月期の例です。

●1,000株以上保有の株主の方●100～999株保有の株主の方

保有株式数 内　　容
100～999株 1,000円相当の当社商品詰め合わせ
1,000株以上 3,000円相当の当社商品詰め合わせ

第96期 第97期 第98期 第99期

7.0

8.0

15.0 9.5※
17.0

7.5

10.0
18.0

8.0

9.0
18.0

9.0

第100期
（計画）

10.5
20.0

9.5

期末中間期
（単位：円）■1株当たりの配当金推移

※第97期は創立90周年記念配当（2.00円）を含みます。

前年に対して2円増配
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トピックス

　キユーピーは家庭用鶏卵加工品の新ブランド「キユーピー
のたまご」を立ち上げ、商品の第一弾として、「とろ～り半
熟たまご」を発売しました。
　「とろ～り半熟たまご」の黄身は生に近いとろりとした
状態で、白身は半熟に仕上げています。また、生卵特有の
生臭みが抑えられており、コクのあるまろやかな味わいです。
食材と絡みやすく、卵かけごはんはもちろんのこと、納豆
ごはんやそば・うどんなどの麺類、サラダのトッピング
などいろいろなメニューにお使いいただけます。
　これまで鶏卵加工品は主に
業務用で展開してきましたが、
今回家庭用の新ブランドを設
けることで、家庭用市場への
展開をさらに強化していきます。

　キユーピーでは、これまでに肌や毛髪にしみ込む「ヒアロオリゴ®」や、吸着性のある「ヒアロベール®」などのヒアル
ロン酸の開発を行ってきました。
　今回、新たに親油型ヒアルロン酸「ヒアロリペア®」を開発しました。親油型ヒアルロン酸は、水になじみやすいヒア
ルロン酸に正反対の性質の油になじみやすい物質を組み合わせた世界初のヒアルロン酸です。親油型ヒアルロン酸の肌へ
の効果について塗布試験を行った結果、乾燥し
た荒れ肌に親油型ヒアルロン酸の１％水溶液を毎
日塗ると、たった5日間で荒れ肌が元のうるおっ
た状態に戻ることが分かりました（図１）。さらに、
親油型ヒアルロン酸はヒアルロン酸よりも油に
なじみやすく、口紅などの油成分の多い化粧品
に配合しやすくなりました。
　今後も、世の中に役立つヒアルロン酸の研究
開発に積極的に取り組んでいきます。

　2010年に設立した「キユーピーベトナム」の工場
が完成し、2012年春より順調な製造出荷を行ってい
ます。これまで、タイで生産した商品を輸入してい
ましたが、現地の人々の好みに合わせて改良したマ
ヨネーズをはじめ、ドレッシングやパンに塗るスプ
レッドなど現地に根ざした商品を製造しております。
　さらなる成長が期待される東南アジアのタイ・
マレーシアに続き、ベトナムでも市場を拡大し、
2015年には東ア
ジア全体で売上高
200億円をめざし
ます。

新ブランド「　　　　　　　　　」誕生

化粧品用途の新しいヒアルロン酸の研究  －親油型ヒアルロン酸は荒れ肌を元に戻します－

ベトナム工場 製造出荷開始

※2012年５月ベトナムでの工場開業式の様子。

図１　荒れ肌改善の確認試験結果

塗布前

※ 乾燥により皮膚が白く見え、角質が
めくれ荒れている。

塗布後

※ 白く見えていた皮膚や角質のめくれが
改善されている。

内容量：4個、価格：オープン、賞味期限：16日（冷蔵）
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　株式会社ポテトデリカは、キユーピーグループのサラダ・惣菜事業の中で、主にじゃがいもを原料としたサラダや惣菜、加工
食品を生産しています。

ポテトデリカの「じゃがいも連続処理ライン」は、泥つきじゃがいもを洗浄するところからはじまります。
洗浄したじゃがいもの「皮むき」「芽取り」「蒸す」という工程を一連の流れで行うことにより、でんぷんの余分な流出がなく、
じゃがいも本来のおいしさを十分に引き出すことができます。

グループ会社のご紹介  －株式会社ポテトデリカ－

ホームページはこちら　 ポテトデリカ  

会社概要

会 社 名
代 表 者
本 社
設 立
資 本 金
決 算 期
従業員数
事業内容

 株式会社ポテトデリカ
 代表取締役　池袋　節夫
 〒399-8302  長野県安曇野市穂高北穂高2595-1
 1961年3月
 5,000万円
 11月
 325人 （2012年5月現在）
 チルド・冷凍食品製造業・惣菜製造業

工場

じゃがいも連続処理ライン

泥つきのじゃがいもから製品ができあがるまで約3時間半で行っています。

日持ちが長いロングライフサラダを
レストラン、コンビニエンスストア、
製パン向けに生産しています。

スーパー向けのサラダ・惣菜を
生産しています。

ポテトデリカのロゴマークには
３つの意味があります。

じゃがいもに対する愛情の輪
 じゃがいもを活用していくための
知恵の輪
従業員のまとまりの輪

工程への受け入れと予備洗浄 皮むき工程 人の手による丁寧な芽取り 連続蒸し工程

1
2

3

大量生産対応ライン
穂高工場

少量多品種対応ライン
松本工場
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　当社は、アンケートを通じて株主の皆様のご意見をお伺いしたいと考えております。
　お手数をおかけいたしますが、同封の「返信用はがき」にて以下の設問にご回答いただき、9月7日（金）までに
ご投函下さいますようお願い申し上げます。
　なお、このアンケートは今後の投資家の皆様への広報活動や株主施策、事業活動の参考にさせていただくための
ものであり、他の目的には一切使用いたしません。アンケートの集計後、はがきは責任をもって破棄いたします。

株主の皆様へアンケートご協力のお願い株

当社の株式の「保有数」について、今後のご予定を
お聞かせ下さい。（1つのみ）

①買い増す　②増減の予定はない　③一部売却する　
④全て売却する（売却済み）　⑤未定

Q1

Q5
Q1のご回答の判断材料になるものは何ですか。
（1つのみ）
①株価　②配当　③株主優待　④業績　⑤企業戦略　
⑥ブランド　⑦その他

Q2
2012年2月28日に開催した当社株主総会における
議決権の行使状況についてお聞かせ下さい。（1つのみ）
①行使書（はがき）を返送した　
②会場に出席して行使した　
③行使（返送）しなかった　④株主ではなかった　
⑤覚えていない　⑥その他

当社の株主還元策として最も期待されていることは
何ですか。（1つのみ）

①増配　②株主優待制度の拡充　③自己株式の取得　
④株式分割　⑤その他

Q3

インターネットにて議決権を行使できる場合、
ご利用されますか。

①利用する　②利用しない　③わからない

Q6

前回の株主優待品の満足度についてお聞かせ下さい。
（1つのみ）

①満足　②やや満足　③普通　④やや不満　⑤不満　
⑥株主ではなかった

Q4

その他、当社に対するご意見、ご要望などがあればお願いします。

Q7
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新商品＆簡単レシピのご紹介新商品＆簡単レシピのご紹介

ホームページ（http://www.kewpie.co.jp/）の「商品情報」からも、情報をご覧いただけます。

キユーピー  テイスティ
ドレッシングシリーズ
料理や気分に合わせて、
バラエティ豊かな味わいを

お楽しみ下さい。

パン工房シリーズ

アヲハタ まるごと果実シリーズ

パンに塗ったり、はさんだり。
おいしい具がたっぷり入って
手軽に幅広く楽しめます。

果物だけの甘さと、みずみずしい果肉感。
すっきりとしたおいしさを

お楽しみ下さい。①  プレーンヨーグルト(300g)はクッキングペーパーを
敷いたざるに入れ、冷蔵庫で約６時間おいて水きりする。

②  キウイフルーツ(1個)は皮をむき、いちょう切りにする。
③  グラスにコーンフレーク(適量)、②、①、アヲハタ　まるごと
果実　白桃（適量）の順に盛りつけ、ミント(適量)を飾る。

※ヨーグルトの水きり時間は調理時間から除く。

①  かぼちゃ（1/8個)はワタと種を取り、５ｍｍ幅の薄切りに
する。れんこん(1節)は５ｍｍ幅の半月切りにし、水に
さらして水気をきる。

②  ベーコン(4枚)は長さを半分に切る。
③  器に乾いたクッキングペーパーを敷いて、①、②の順に
重ねる。ぬらして軽くしぼったクッキングペーパーを材料が
かくれるようにかけて、レンジ（500Ｗ）で約7分加熱する。

④  ③のクッキングペーパーを全て取り除いた後、再度盛り
つけ、イタリアンパセリ(適量)を飾り、キユーピー
テイスティドレッシング　胡麻　こく味（適量）をかける。

①  ぶなしめじ（１/２パック）は石づきを取り、小房に分け、
油をひいて熱したフライパンで炒める。

②  イングリッシュマフィン(２個）は厚さ半分に切って、
オーブントースターで焼く。

③  ②に青じそ(2枚）、①の順にのせ、パン工房　てりやき
ピザソース（大さじ３）をしぼる。

●レンジでかんたん！　かぼちゃとれんこんの蒸しサラダ（2人分）

●炒めきのこのてりやきマフィン（２人分）

●ヨーグルトのチーズ風パフェ　白桃ソース（2人分）

調理時間
15分

調理時間
10分

1人分　約447kcal

調理時間
10分

1人分　約247kcal

1人分　約228kcal

8月17日発売

8月17日発売

8月17日発売

リニューアル

新商品

新商品

キユーピー　テイスティドレッシング　胡麻　こく味
―粒ごまの香ばしさとナッツのコクで味わい深く仕上げました。―

パン工房　てりやきピザソース
―コーン、マッシュルームなどの野菜にチキンとのりを加えた、マヨベースのピザソースです。―

アヲハタ　まるごと果実　白桃
―白桃の芳醇な香りをいかし、みずみずしいおいしさに仕上げました。―

ワンポイント

・水きりしたヨーグルトは、フレッシュチーズのような味わいになります。
・水きりする時間は、お好みで調節して下さい。
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① 証券会社に口座を開設されている株主様

お手続き、ご照会の内容 お問い合わせ先

●届出住所・氏名などのご変更
●単元未満株式の買取請求
●配当金の受領方法・振込先の指定

口座を開設されている
証券会社

② 特別口座に株式を所有されている株主様

お手続き、ご照会の内容 お問い合わせ先

●特別口座から証券口座への振替請求
●届出住所・氏名などのご変更
●単元未満株式の買取請求
●配当金の受領方法・振込先の指定

三井住友信託銀行株式会社
証券代行部
　　 0120-176-417

株主メモ
毎年12月1日から翌年11月30日まで
定時株主総会・期末配当金・株主優待　
毎年11月30日
中間配当金　毎年5月31日
毎年2月開催
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
三井住友信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
〒183-8701　東京都府中市日鋼町1番10
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
        0120-176-417
http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html
当社ホームページに掲載
http://www.kewpie.co.jp/company/
ただし、電子公告を行えない事由が生じたときは
日本経済新聞に掲載
2809（東証第1部）

事 業 年 度
株主確定基準日

定 時 株 主 総 会

（ 電 話 照 会 先 ）
（ホームページ）
公 告 方 法

証 券 コ ー ド
特別口座について 株券電子化前に「ほふり」（株式会社証券保管振替

機構）を利用されていなかった株主様には、株主
名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社に口
座（特別口座）を開設いたしました。

所有者別株式分布

株価および売買高の推移（月次）

●金融機関 　31.60%
●証券会社 0.80%
●その他の法人 35.57%
●外国法人等 7.83%
●個人その他 22.07%
●自己名義株式 2.13%

株式の状況（平成24年5月31日現在）

500,000,000株
153,000,000株

100株
96,354名

（平成23年11月末比  12,302名減）

発行可能株式総数
発行済株式の総数
単元株式数
株主数

【株式に関するお手続きについて】
　 株式に関するお手続きのお問い合わせ先は、下記のとおりです。

株主名簿管理人
事 務 取 扱 場 所

（郵便物送付先）

株主名簿管理人
および特別口座
の口座管理機関

キユーピー株式会社
〒150-0002　東京都渋谷区渋谷1-4-13

TEL.03-3486-3331
http://www.kewpie.co.jp/


