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ごあいさつ

平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
2013年度は、マヨネーズの価格改定を実施いたしまし
たが、主力品であるマヨネーズ500gを450gへ容量変
更するなど、ライフスタイルの変化をとらえた展開も
着実に進めてまいりました。また、グループ連携や商品
開発力の向上に向け、研究開発機能とオフィス機能を
あわせ持つ仙川キユーポート※を開設いたしました。
2014年度は、消費税率の引き上げや主原料コストの上昇
など予断を許さない状況でありますが、中期経営計画で
掲げている「国内での持続的成長」と「海外での飛躍的
成長」の実現に向けて、生産体制の効率化などによる
コスト改善をグループ全体で進めるとともに、お客様の
ニーズをとらえた商品開発やメニュー提案により、マヨ
ネーズやドレッシングなどの基幹商品を伸張させ、国内
だけではなく、中国や東南アジアなど海外での展開も拡
大させてまいります。また、新領域や新販路への挑戦も、
積極的に取り組んでまいります。
今後とも引き続き、ご愛顧いただくとともに、ご支援賜り
ますよう、よろしくお願い申し上げます。※ 仙川キユーポートは、東京都調布市の旧仙川工場跡地を活用し、研究

開発や品質保証、グループ会社の本社機能が集結するオフィスです。

キユーピー株式会社
代表取締役社長
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「キユーピー マヨネーズ」500gを450gに容量変更しました

キユーピーでは、マヨネーズをおいしく召し上がっていただくために、開封後30日以内に
使い切っていただくことを推奨しております。しかし、近年の世帯構成人数の減少や高齢化
を背景に、500gのマヨネーズ1本を使い切るまでの平均日数（使用期間）は年々増加してまい
りました。
そこで、いつもおいしいマヨネーズを召し上がっていただくための適正な容量である450gに
変更することにいたしました。
マヨネーズをいつもおいしく、楽しく召し上がっていただけるよう、たっぷりお使いいただける
１kgや使いきりやすい200gなど幅広い容量ラインアップを展開しております。
今後も、お客様のニーズをとらえた提案に努めてまいります。

キユーピーの創始者 中島董一郎は、1915年ごろ海外実習訓練生として渡米中に
マヨネーズに出会い、帰国後の1925年に日本人の体格向上を願い、当時の
輸入品の約２倍の卵黄を使用した国産初のマヨネーズを製造・販売しました。
そして、日本におけるマヨネーズの普及に努めました。さらに1958年には、
現在主流となっているポリボトルの容器を採用し、マヨネーズは飛躍的に普及
しました。最近では、食卓でサラダなどにかけるだけでなく、油の代わりに
炒め物に使用しコクを出すなど、用途の拡大を進めてまいります。

キユーピー マヨネーズの歴史

1925年
（大正14年）

1958年
（昭和33年）

1964年
（昭和39年）

2013年
（平成25年）

国産初のマヨネーズ
100g/128gを製造・販売

キユーピー マヨネーズ
500gを販売

※今回の容量変更に伴い
販売を終了しました

キユーピー マヨネーズ
450gに容量変更

「キユーピー マヨネーズ」500gの
生産量は年間約４万トン！
家庭用、業務用を合計した日本の
マヨネーズ生産量の約２割を占め
ていました。（2012年実績）

トピックス

ポリボトル容器の
マヨネーズ100gを発売
※ 画像は1959年に発売された
マヨネーズ200gです
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キユーピー３分クッキング放送開始50周年を記念した
南青山三丁目キッチンを期間限定オープン

お知らせ

2013年度の振り返り （2012年12月1日〜2013年11月30日）

（2013年３月１日から2014年２月28日までの期間限定）
番組で実際に放映されたレシピをベースに開発したオリジナル 
メニューで、家庭料理の良さを感じていただける場を提供しております。

12月 １月 ２月
株主総会
期末配当

３月 ４月 ５月
中間決算

第100回定時株主総会を
開催
3,959名の株主様にご出席
いただき、議案の採決を執り
行うことができました。

IR

2012年 2013年

食卓の人気者シリーズ

ばあばのカレー

白菜とベーコンのポトフ鶏じゃが

2種のミニハンバーグステーキ

北京丘比（キユーピー）　設立20周年
「北京丘比食品有限公司」が設立20周年を迎えました。
（杭州丘比は昨年設立10周年を迎えております。）
中国では現地向けに、主にマヨネーズ、ドレッシング、
ジャムを製造・販売しております。街頭での広告を実施し、丘比（キユーピー）
ブランドやマヨネーズの認知度の向上に努めるとともに、メニュー提案を
進めてまいりました。
その結果、家庭用マヨネーズのシェアは北京では85％、上海では60％となる
ほど成長してまいりました。今後も、マーケットリーダーとしてお客様に
新たな食シーンを提案し、需要の拡大を図ってまいります。

お知らせ

夏：カレー

冬：スープ

春：ハンバーグ

秋：肉じゃが
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キユーピーグループ研究開発・オフィス複合施設
「仙川キユーポート」開設
【仙川キユーポート　名称の由来】
キユーピー（kewpie）と、「港」を表すポート（port）を組み合わ
せた造語です。
キユーピーグループの従業員、お客様
が集まり交わることで、さまざまな
アイデアを創出し、新しい商品や
サービスを世界に発信していく拠点
になることをイメージしております。

キユーピーグループ
「社会・環境報告書2013ハイライト」を制作
2011年12月 ～2012年11月
における社会・環境に関する
取り組みを、６つのコンテンツ
からお伝えしております。
詳細は下記URLよりご覧
いただけます。
http://www.kewpie.co.jp/csr//

CSR お知らせ

株主様ご優待
見学会の開催
株主の皆様をお招きし、
工場の製造ライン見学
と、役員との試食懇談会
を開催しました。

７月１日出荷分より
「キユーピー マヨネーズ」等
の価格改定
2013年７月１日出荷分から、
家庭用マヨネーズ等の価格
を約２～９％引き上げる価格
改定を行いました。

詳しくは９ページを
ご覧ください

「キユーピー マヨネーズ」
容量変更
「キユーピー 
マヨネーズ」
500gを450gに
容量変更しました。

お知らせお知らせ IR

６月 ７月 ８月
中間配当

９月 10月 11月
期末決算
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イースターは、春の訪れを祝うお祭りであり、キリスト教
では「復活祭」ともいわれ、イエス・キリストの復活を
祝う大切な祝日とされています。
そのため、生命や復活を象徴する「たまご」と、子だく
さんであることから繁栄と多産を象徴する「うさぎ」が
シンボルとされています。
たまごやうさぎをモチーフにしたイースターメニューを
作って、春のお祭りを楽しみましょう！

キユーピー３分クッキング
マヨ風味炒め用ソース

材料(３人分）
ゆでたまご ３個 キユーピー　

シーザーサラダドレッシング 大さじ２
アボカド １/４個

スモークサーモン ３枚 サラダクラブ　
ブラックオリーブ（スライス） ６枚

イタリアンパセリ 適量

調理時間

10分

アボカドとサーモンのデビルドエッグ

商品・レシピのご紹介商品・レシピのご紹介

４/20
（日）

2014年の
イースターは

１． ゆでたまごは半分に切り、黄身を取り出す。
２． ボウルに黄身、アボカド、シーザーサラダドレッシングを入れ
ダマが残らないように混ぜ合わせる。

３． 白身に②を入れ、半分に切ったスモークサーモン、
ブラックオリーブ、イタリアンパセリを飾る。

アメリカのパーティー料理の
一種で、デビルとはスパイス
などのしっかりとした味のこと
を意味します。縁起のよい
たまごを使ったかんたん
オードブルとして、イースター
に好んで食べられます。

キユーピー 彩りプラス＋
簡単！ 野菜にかけるだけ！
サラダ用粉末調味料 素材をおいしく炒めるマヨ風味ソース
鮮やかな「彩り」、カリカリ・サクサク
した「食感」、スパイスなどの「香り」
をお楽しみいただけます。

炒め油や他の調味料を使わず、これ１本で味が決まり
ます。コクとうま味のある炒め物が簡単に調理できる、
炒め料理専用ソースです。

http://www.kewpie.co.jp

ペパー＆
ガーリック味

マヨテイスト 3種の
チーズ

レモンと
バジル

煎りごま オイスター＆
香味生姜味

今春から新たに仲間入りした２シリーズをご紹介します。

約175kcal
（１人分）

新シリーズ商品のご紹介新シリーズ商品のご紹介

デビルドエッグとは

商品の詳細やレシピは、ホームページをご覧ください。　⇨
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キユーピーでは、世帯構成の変化やニーズの多様化など時代の変化に合わせ、従来のキユーピー ドレッシング170mlを見直し、２つ
の新容量(150ml、260ml)を発売します。また、握りやすく、振りやすい新容器を採用し、ドレッシングと関係の深い「野菜」を
テーマにパッケージデザインを一新します。なお、現在販売されているキユーピー ドレッシング380mlの一部商品は継続します。
これからも、お客様のニーズをとらえた味や容量、容器の使いやすさを追求してまいります。

当社採用の「ヒネルキャップ」
とは、従来の中栓に比べ弱い
力であけられる、指が痛く
ない、中身がはねない、ゴミが
出ないなどの特長がある
キャップです。

材料(２人分）
ピーマン ４個 プチトマト ２個

黄ピーマン １個 キユーピー　
すりおろしオニオンドレッシング 適量

豚ロース肉（薄切り） ８枚

１． ピーマンと黄ピーマンは縦８等分に切る。豚ロース肉
を広げて、ピーマンと黄ピーマンをのせて巻く。同様に
７個作る。

２． 器にぬらして軽くしぼったクッキングペーパーを敷いて
①を並べる。その上にも同様の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５分
加熱する。

３． ②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、４等分のくし形切りにしたプチトマトを飾り、
すりおろしオニオンドレッシングをかける。

 ポイント
・ラップではなくクッキングペーパーを
使用することで、おいしく蒸すことがで
きます。
・乾いたクッキングペーパーの上に直接
肉を置くとくっついてしまうことがある
ので、必ずぬらして使用してください。
・ピーマン以外の食材を巻いてもおい
しく召し上がれます。

レンジでかんたん！
　ダブルピーマンの豚肉巻サラダ

ヒネルキャップ

キャップ部分のフィルムを
取り外してください。

キャップをカチッと鳴るま
で矢印の方向にまわすと
中栓があきます。この時、
中栓はキャップの内側に
固定されています。

通常通りキャップを
あけます。

中栓がキャップの裏につい
た状態になるので、すぐに
お使いいただけます。

【キャップのあけ方】

カチッ

OPEN

「キユーピー ドレッシング」シリーズ　容量ラインアップを拡充します！「キユーピー ドレッシング」シリーズ　容量ラインアップを拡充します！

約300kcal
（１人分）

新登場 新登場

150ml
いろいろな味を
楽しみたい方へ
使いきりやすい
サイズ

260ml
今までのサイズでは
多すぎたり、
少なすぎたり
していた方へ

380ml
たっぷりと使い
たい方向け

※ヒネルキャップ採用

「キユーピー ドレッシング」シリーズの商品の詳細は、こちらをご覧ください。⇨　http://www.kewpie.co.jp/products/dres

１ ２ ３ ４

調理時間

15分
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経営状況
売 上 高

営 業 利 益 当期純利益

調味料事業やサラダ・惣菜事業などが好調に推移し、
2012年度に比べ255億52百万円の増収となりました。

主原料である食油価格や鶏卵相場の上昇などの影響を
受け、2012年度に比べ９億66百万円の減益となりました。

税率引き下げなどによる法人税等の減少により、2012年度
に比べ２億76百万円の増益となりました。

（億円）

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度
（計画）

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

4,864 5,050 5,305 5,4505,450

（億円）

2011年度 2012年度 2013年度
0

100

200

300

208
234 224

2014年度
（計画）

245

（億円）

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度
（計画）

0

50

100

150

9494

123123 126126 130130

2013年度の
売上高

調味料 27.4％

タマゴ 17.2％

サラダ・惣菜 18.5％

加工食品 11.0％

ファインケミカル 1.8％

物流システム 22.7％

共通 1.4％

事業別売上高構成比

※記載された金額や比率は、表示単位未満を四捨五入して表示しております。
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【贈呈基準】

毎年11月30日現在の株主名簿に記載された１単元（100株）
以上保有の株主様

2013年度 期末
１株当たりの
配当金

当社株式を３年以上継続して、１単元（100株）以上保有の株主様
（2016年３月上旬に贈呈する優待品に限り、２年以上継続して保有の株主様
も対象となります。）

※ ３年以上継続保有の株主様とは、同じ株主番号で５月末、11月末
現在の株主名簿に７回以上連続で記載された株主様です。

配当金

株主優待制度

期末中間期
２円増配

2011年度

9.0

9.0

2012年度

10.5
20.0

9.5

2014年度
（計画）

11.5
23.0

11.5

2013年度

11.0
22.0

11.0

18.0

■１株当たりの配当金推移
（円）

保有株式数 内容

100～999株 1,000円相当の当社商品の詰め合わせ

1,000株以上 3,000円相当の当社商品の詰め合わせ

現行制度 新制度
2014年
３月上旬

2015年
３月上旬

2016年
３月上旬

2017年
３月上旬

2018年
３月上旬

2019年
３月上旬

2013年
５月31日 ○（２） ○（４） ○（６） ○○（８）  ○○（10）  ○○（12）
11月30日 ○（１） ○（３） ○（５） ○○（７） ○○（９）  ○○（11）

2014年
５月31日 ○（２） ×（４） ×（６） ○○（８）  ○○（10）
11月30日 ○（１） ×（３） ×（５） ○○（７） ○○（９）

2015年
５月31日 ×（２） ×（４） ×（６） ○○（８）
11月30日 ×（１） ×（３） ×（５） ○○（７）

2016年
５月31日 ×（２） ×（４） ×（６）
11月30日 ×（１） ×（３） ×（５）

贈呈基準
株主名簿に記録の回数
（株式継続保有年数）

株主名簿に
１回記録

株主名簿に
１回記録

株主名簿に連続
５回以上記録
（２年以上）

株主名簿に連続
７回以上記録
（３年以上）

株主名簿に連続
７回以上記録
（３年以上）

株主名簿に連続
７回以上記録
（３年以上）

11円
（中間11円、年間22円）

○：優待権利あり  ×：優待権利なし  （　）内の数値：株主名簿に連続で記録された回数

下記の贈呈基準により年１回、３月上旬ごろに株主優待品として当社商品の詰め合せを
贈呈いたします。

新制度導入以降～（2016年3月上旬に優待品を贈呈分～）

優待品　贈呈時期

株主名簿初回記録日

2013年12月１日から2014年11月30日に初めて株主名簿に記録された株主様は、2016年・2017年３月上旬発送の株主優待品は贈呈されません。

配当金・株主優待制度のご案内 株主の皆様への
インフォメーション

現在
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『2013年度 株主様ご優待見学会』のご報告
株主の皆様から、かねてよりご要望をいた
だいておりました、「株主様ご優待見学会」を
2013年10月26日（土）に伊丹工場（兵庫県）、
11月９日（土）に五霞工場（茨城県）で開催
いたしました。
多数のご応募の中から、当選された株主様
およびご同伴者様72名にご参加いただき、
工場見学やキユーピー商品を使用した
メニューを試食していただきながら役員との
会話をお楽しみいただきました。
また株主の皆様からは、直接貴重なご意見を
いただくことができました。
より多くの株主様に当社をご理解いただき、
コミュニケーションを深めていけるよう、
今後も継続的に「株主様ご優待見学会」を
行ってまいります。

参加された株主様の声

■ キユーピーの商品に対しての信頼感
が、さらに増した。また、役員や従業員
の方々と、親しみを込めて話ができた。

■ マヨネーズ以外の事業についても
知ることができた。

■ とてもしっかりした会社だとあら
ためて感じた。

10:00

11:00

12:00

13:00

ご挨拶
会社説明
工場説明

工場見学
・マヨネーズの
　製造ライン

役員との
試食懇談会
質疑応答

見学会終了

スケジュール

株主の皆様との
コミュニケーション
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株主優待制度の一環として、今年度も株主様向けの工場見学会と役員との懇談会を開催いたします。
株主の皆様との直接の対話を通じ、企業理念や事業内容についてより一層ご理解を深めていただくとともに、貴重な
ご意見を賜りたいと考えております。また、2014年度秋期の開催も予定しております。

● 郵便はがきに必要事項を漏れなくご記入の上、ご投函ください。

① お名前（ふりがな）・
年齢

②   株主番号※同封の配当金
計算書右上に記載の９桁

③ 郵便番号・ご住所
④ 電話番号（当日ご連絡
可能な携帯電話番号など）

⑤ ご同伴者様のお名前・
年齢

〒194-0291
町田西郵便局
私書箱１号
キユーピー株式会社
「株主様ご優待見学会」係

必要事項 宛先

応募方法

※ 当選、落選結果はご応募いただきましたすべて
の株主様に2014年４月中旬以降にお知らせ
いたします。当選された株主様には、別途詳細を
ご連絡いたします。

※ 応募はがきに記載漏れ、誤記などの不備がござい
ます場合、無効となりますので、ご注意ください。

締切日　2014年３月12日（水）必着

パソコンやスマートフォン、携帯電話からもご応募いただけます。
● パソコン
http://www.kewpie.co.jp/kabu/

お問い合わせ先　株主様ご優待見学会専用ダイヤル

　    0120-332-348
キユーピー株式会社　株主名簿管理人
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

受付時間９:00～17:00
（土、日、祝日を除く）

※ご注意事項
・  天候などの事情により、見学会の延期・中止、または開催内容の変更
などが生じる場合がございます。

・  当社が撮影した写真・動画はホームページ、キユーピー便り、社内報な
どに掲載・使用させていただく可能性がございますのでご了承ください。

・  お預かりした株主様およびご同伴者様の個人情報につきましては、
本ご優待見学会以外の目的では使用いたしません。

対象者 2013年11月30日現在、
当社株式を1,000株以上保有の株主様

開催日時 2014年５月17日（土）　10：00～13：00

開催場所 キユーピー株式会社 伊丹工場
（兵庫県伊丹市南町４-７-１）
※当工場はバリアフリー対応となっておりません。

集合場所 阪急伊丹線 稲野駅、JR福知山線 猪名寺駅

参加役員 代表取締役社長 三宅 他数名（予定）

内容 ・ キユーピーグループの概要説明 ・工場見学 ・役員との試食懇談会

募集人数 35名様（小学生以上のご同伴者様1名を含みます）

参加費 無料 （ただし、往復の交通費は各自のご負担とさせていただきます）

● スマートフォン、
  携帯電話

『2014年度春期 株主様ご優待見学会』を
開催します！

株主の皆様との
コミュニケーション

50円
切手



●金融機関 30.63%
●その他の国内法人 34.39%
●外国法人等 9.12%
●証券会社 0.36%
●自己名義株式 2.13%
●個人その他 23.37%
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株主メモ

上場株式の配当金に関する「源泉徴収税率」変更のご案内

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
〒168-0063　東京都杉並区和泉二丁目８番４号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
 0120-782-031

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）

株式の状況（2013年11月30日現在）

500,000,000株
153,000,000株

100株
114,427名

（2013年５月31日比  15,901名増）

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

2014年以降、上場株式の配当金には、復興特別所得税を含め、20.315％の源泉徴収税率が適用されます。

※上記の内容は、2014年１月時点の情報をもとに作成しております。　※その他詳細につきましては、所轄の税務署等へご確認ください。

　・  個人の株主様で発行済株式総数の３％以上の株式等をご所有される場合の所得税率は、20.42％（所得税20％＋※復興特別所得税0.42％）と
なります。なお、住民税につきましては、別途お手続きが必要となります。（※20％×復興特別所得税率2.1％＝0.42％）

　・ 配当等をお受け取りになる方が、法人の場合には住民税は課税されません。
　・  所得税が非課税または免除となる場合や租税条約の適用により国内法に規定する税率以下となる場合につきましては、復興特別所得税は課税
されません。

　・  配当金等のお受け取り方法が株式数比例配分方式の場合の税額等につきましては、お取引の証券会社等にお問い合わせください。

上場株式等の配当等の源
泉徴収に係るご留意事項

「復興特別所得税」に係る
ご留意事項

2038年１月１日 ～

所得税15％
住民税  5％

20％

※15％×復興特別所得税率2.1％＝0.315％

所得税15％＋※復興特別所得税 0.315％
住民税  5％

2014年１月１日 ～2037年12月31日

20.315％
所得税＋復興特別所得税 7.147％
住民税 3％

2013年12月31日まで

10.147％

〒182-0002 東京都調布市仙川町２-５-７
 仙川キユーポート
 TEL.03-5384-7780
http://www.kewpie.co.jp




