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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。
今年度に入り、円安などの影響により原料価格が上昇し、
厳しい環境が継続しております。第２四半期（2012年
12月1日～2013年5月31日）では、調味料やサラダを中
心に売上高は順調に伸びているものの、営業利益は前年
を若干下回りました。この秋に仙川キユーポートを開設
し、グループ経営をさらに進化させ、この荒波を乗り越
えられるよう、従業員一同邁進してまいります。
当社では、株主の皆様とのコミュニケーションに向けて、
さまざまな取り組みを行っております。今回のキユー
ピー便りから、会社の活動や商品についてのご理解を深
めていただき、より身近に感じていただけるよう、さら
に読みやすい誌面に仕立て直しました。
今後も引き続き、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。商品開発のスピードアップ、間接業務の集約など、グループ
全体でシナジー効果を生み出してまいります。

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3分クッキング」が放送50周年を迎えましたトピックス

「キユーピー３分クッキング 南青山三丁目キッチン」オープン！

“料理のヒントをお伝えし、毎日の献立づくりに役立ちたい”という思いから始まりました。

50年分の感謝の気持ちを込めて、「COOKING	FOR	LOVE」をテーマ
に１年間限定で「キユーピー３分クッキング	南青山三丁目キッチン」
をオープンしました。
番組で紹介したレシピをベースにしたオリジナルメニューをご提供
しています。旬の食材をいかした季節感あふれるメニューをお召し上
がりいただけます。コンセプトは「懐かしいのに新しい」。ぬくもり
と新しさが融合した空間で、キユーピーからの愛情メニューをお
楽しみください！

おすすめは、食卓で人気の高い１品で歴史をたどる「食卓の人気者」シリーズ。
第１弾の春は「ハンバーグ」を、第２弾の夏は「カレー」を特集しています。昭和の
カレーから最近のおかずのように楽しめるカレーまで、日本の国民食とも言われる
カレーの奥深さを味わっていただけます。 営業期間：	2013年3月1日～2014年2月28日	

※年中無休(年末年始を除く）
営業時間：11：00～22：00
	 　ランチ　　　　11：00～15：00
	 　ティータイム　15：00～17：00
	 　ディナー　　　17：00～22：00
	 　ラストオーダー　
	 （フード	21：00、ドリンク	21：30）
TEL：03-5785-2765　
住所：〒107-0062　東京都港区南青山3-13
　　		246COMMON	Food	Carts&Farmer's	Market内

期間限定

食卓の人気者シリーズ

２種のミニハンバーグステーキ
揚げ野菜のカレーそぼろあん

ばあばのカレー

第１弾（３月～５月）

春はみんな大好き！
「ハンバーグ」

第３弾（９月～11月）

秋の新メニューも
お楽しみに！

第２弾（６月～８月）

夏においしい「カレー」

？ キユーピー３分クッキングの料理を
ご家庭でもお楽しみください。
公式サイト⇒		www.ntv.co.jp/3min/

オリジナルスイーツや限定グッズもあります。詳しくは「キユーピー３分クッキング」50周年特設サイトをご覧ください。
「キユーピー3分クッキング」50周年特設サイト　　　http://www.kewpie.co.jp/3min50th/kitchen/▶▶▶
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油を使わず、マヨネーズで炒める！

商品・レシピのご紹介

「かける」「あえる」がマヨネーズの一般的な使い方ですが、キユーピーがおすすめするの
は、油を使わず、「マヨネーズで炒める」ということ。
たったそれだけで、いつものメニューとひと味違ったおいしさをお楽しみいただけます。
その秘密は、マヨネーズに使われている卵の黄身。この黄身によって「コク」と「うまみ」
が一層広がり、味わい深い一皿となります。
マヨネーズ１本でできる、手軽でおいしいメニューをご家庭でお試しください。

材料(2人分）

レタス １/４個

プチトマト ４個

ベーコン 60ｇ（ブロック）

卵 ２個

塩・こしょう 各少々

キユーピー　マヨネーズ 大さじ２・１/２

キユーピー	マヨネーズの主な原材料は卵の黄身、
醸造酢、植物油です。
卵の黄身には、脂質・ビタミン・ミネラルといった
豊富な栄養素が含まれています。

調理時間
10分

おいしさ・健康・安心を

お届け！

シャキシャキレタスと
ふわふわたまごの炒め物

つくったお料理を、ぜひ教えてください
毎日の料理や食卓をもっと楽しくするコミュニティサイト

http://dining.kewpie.co.jp/おはなしダイニング 検索

キユーピー コミュニティ

扌

１． ボウルに卵を溶き、キユーピー マヨネーズ大さじ１/２、 
塩・こしょうを加えて混ぜる。

２．ベーコンは拍子木切りにする。
３．レタスはひと口大にちぎる。
４． フライパンにキユーピー マヨネーズ大さじ１を入れて 

火にかけ、①を炒めて取り出す。
５． ④のフライパンをクッキングペーパーで軽くふき、 

キユーピー マヨネーズ大さじ１を入れて火にかけ、②を炒める。
   香ばしい香りがしたら③とプチトマトを入れて炒め、 

④の卵をもどし入れ、塩・こしょうで味をととのえる。
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材料(2人分）

食パン ２枚（６枚切り）

クリームチーズ 適量

アヲハタ　カロリーハーフ
アンズジャム 適量

材料(2人分）

かぶ １個 桜えび 適量

長ねぎ １本 キユーピー　	
ノンオイル生姜づくし

適量
水菜 １株

材料(2人分）

れんこん 小１節 鶏もも肉 １枚

かぼちゃ 100ｇ サラダ油 適量

フリルレタス ６枚 キユーピー　テイスティドレッシング　
黒酢たまねぎ 適量

トレビス ２枚

１． かぶは茎を少し残して皮をむき、1cmの厚さに切る。 
長ねぎは長さ4cmに切る。

２．フライパンに薄く油をひいて熱し、①を焼く。
３． 3cm幅に切った水菜と②を盛りつけ、桜えびを散らし、 

キユーピー ノンオイル生姜づくしをかける。

１． 食パンにクリームチーズをぬり、 
アヲハタ カロリーハーフ アンズ
ジャムをのせる。

１． れんこんは皮をむいて５ｍｍ幅に切り、水にさらして水気を
切る。かぼちゃはワタと種を取り５ｍｍ幅の薄切りにする。 
鶏もも肉はひと口大に切る。

２． フライパンに油をひいて熱し、①を焼く。
３． 器にちぎったフリルレタス、トレビス、②を入れ、キユーピー　

テイスティドレッシング 黒酢たまねぎであえる。

 ひとことメモ
新発売のキユーピー	ノンオイル
「生姜づくし」「大根おろし」は、サラダは
もちろん、湯豆腐や鍋物の
“たれ”としてもお使い
いただけます。

 ひとことメモ
トスサラダとは、素材をドレッシングであえたサラダのこと
です。あえることで、ドレッシングをかけるよりも味がよく
なじみ、よりおいしくお召し上がりいただけます。

焼きかぶと長ねぎのサラダ

たまねぎの甘みと玄麦黒酢の芳醇な香りをいかし、味わい深く仕上げました。

アンズジャムの
クリームチーズパン

調理時間
5分

みじん切りの生姜とすりおろした生姜を合わせ、風味豊かに仕上げました。

アンズ独特の香りと甘酸っぱさをより感じられるようになりました。

8月23日
新発売

8月23日
新発売

8月23日
新発売

8月23日
リニューアル

8月23日
リニューアル

焼きれんこんとかぼちゃのトスサラダ 調理時間
10分

調理時間
10分
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キユーピーのものづくり

赤ちゃんからお年寄りまで、それぞれの世代のさまざまな食の場面に、キユー
ピーならではの商品をお届けしたい、という企業姿勢「Food, for ages 0-100」
のもと、研究開発に取り組んでいます。
今回ご紹介いたします「やさしい献立」は、噛むことや飲み込むことが難しく
なってきた方や、介護が必要な方向けの在宅用“やわらか食”です。
在宅用“やわらか食”としては日本で初めて、キユーピーが1999年に発売し、その
後リーディングカンパニーとして市場の拡大に注力してまいりました。

お客様が抱えられている、食事に関するお悩みを分かちあう
ことが商品開発の原点です。
商品開発担当者が福祉施設に赴き、お客様や現場スタッフの
方々の声を直接お聴きして抱えるお悩みに寄り添い、いつ
までも食事を楽しんでいただくために何ができるかを考え
ながら、日々商品開発に取り組んでいます。

「やさしい献立」のベースには、当社のベビーフード商品で
培った品質管理の徹底や原料へのこだわりと、“やわらか食”
づくりの技術があります。
おなじみの献立を、食べやすく、飲み込みやすい物性にして
製造する技術を「特許」として取得しています。
また、料亭の料理人や社内に常駐するシェフのアドバイスの
もと、本格的な味づくりをめざしています。

商品開発のこだわり

商品へのこだわり

いつまでも楽しく、おいしい食卓を「やさしい献立」で応援します！

やさしい献立

お客様のお悩みを知ること

キユーピーならではの“やわらか食”づくり
食べやすさに配慮した食品を広く認知していただき、日常の
食事から介護食まで幅広く安心してお使いいただきたいとの
願いから、日本介護食品協議会を立ち上げ、業界の統一規格
（ユニバーサルデザインフード）の策定に尽力
してまいりました。
これからも、ユニバーサルデザインフードの
認知度を高めるとともに、おいしさ・食べやす
さ・使いやすさを追求してまいります。

リーディングカンパニーとしてのこだわり

ユニバーサルデザインフードの発展

やわらかさを測定する様
子　
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経営状況
売 上 高

営 業 利 益

サラダの需要増加や中食市場の拡大により、第2四半期は
調味料事業とサラダ・惣菜事業が好調に推移し、前年
同期に比べ111億円の増収となりました。

冬場の鶏卵価格の高騰などによる原料価格上昇の影響を
受け、第２四半期は減益となりました。

（億円）

2010年度 2011年度 2012年度 2013年度

（億円）

2010年度 2011年度 2012年度 2013年度

（億円） （％）
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第2四半期

総資産第2四半期 通期第2四半期 通期 自己資本比率
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調味料 27.6％
タマゴ 17.0％
サラダ・惣菜 18.2％
加工食品 11.2％
ファインケミカル 1.7％
物流システム 22.5％
共通 1.8％

第2四半期の
売上高

売上高構成比（セグメント別）

（予想）

（予想）

マヨネーズの価格改定
原資材価格の上昇が続いており、
2013年７月１日にマヨネーズの
価格改定を行いました。製造工程の
合理化によるコスト吸収努力など
創意工夫を重ね、今回の値上げ幅
は主原料である食油価格の上昇の
一部分相当にとどめました。	
今後も企業努力を重ねながら、
適正な価格の実現に努めてまいり
ます。

※記載金額は、表示単位未満を四捨五入して表示しています。
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事前質問の受け付け1 質問者を指名する際に公平な抽選方式を採用2新たな取り組み

株主様とのコミュニケーション
第100回定時株主総会を開催しました

今回、株主の皆様とのコミュニケーションを一層充実させるため、
新たな取り組みを行いました。
取り組みの１つとして、総会にご出席できない株主様からも事前に
ご質問を受け付け、全国各地の株主様から34件、当日には19件の
ご質問・ご意見をいただきました。この場をお借りしましてお礼申し
上げます。
株主の皆様からいただきました貴重なご質問・ご意見は、今後の経営
やＩＲ活動に反映させていきたいと考えております。
また、今後もより多くの株主の皆様にご理解いただけるような、透明
性・公平性の高い総会運営に努めてまいります。

抽選方式に対するご意見の一部をご紹介いたします。

開　催　日： 2013年２月26日（火）
開 催 場 所： 東京国際フォーラム ホールＡ 
 （東京都千代田区）
出席株主様数： 3,959名

株主総会の事前および当日にいただきましたご質問と回答は当社ホームページでご覧いただけます。　http://www.kewpie.co.jp/

トップ 企業・IR・採用 IR・財務情報 プレゼンテーション（動画） 株主総会 質疑応答

株主と経営層との意見交換会を
実施するべきではないでしょうか。

より多くの株主様のご意見を伺うことが
大切だと考えています。より良いあり方
についても検討した結果、今年度は株主
様とのコミュニケーションの場（株主様
ご優待見学会）を開催することといたし
ました。

Q
A

詳細は10ページをご覧ください。

【良かった点】
・指名の公平感がある
・挙手することに気が引ける人でも、質問することができる
・進行がスムーズだった
・ユニークで新鮮味がある

【工夫を要する点】
・総会中に質問を思いついたとき、受け付けまでの席移動がしにくい
・着席したまま質問しており、どこに質問者がいるのかわからない

次回の株主総会に向けて、いただいたご意見をもとに、
創意工夫に努めてまいります。
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アンケートご協力のお願い
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「アンケート回答はがき」にて以下の設問にご回答いただき、9月6日（金）までに
ご投函くだ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IR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。

保有している当社の株式について、今後の
ご予定をお聞かせください。（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

買い増す際の判断材料になるものは何ですか。
（１つのみ）

①株価向上　②配当増加　③株主優待回数増加　
④業績向上　⑤その他

Q2

優待の贈呈基準の変更についてお聞かせくだ
さい。（１つのみ）

①とても理解できた　②理解できた　
③あまり理解できなかった　④理解できなかった

Q3

３月にお送りした株主優待品の満足度について
お聞かせください。（１つのみ）

①満足　②やや満足　③ふつう　④やや不満　
⑤不満　⑥株主ではなかった

Q4

キユーピー便りの内容についてお聞かせくだ
さい。（１つのみ）

①とてもわかりやすい　②わかりやすい　③ふつう　
④ややわかりにくい　⑤わかりにくい

Q6

キユーピー便りで最も興味深かった内容は 
何ですか。（１つのみ）

①ごあいさつ　②トピックス　③商品・レシピのご紹介
④キユーピーのものづくり　⑤経営状況　⑥株主様と
のコミュニケーション　⑦配当金・株主優待

Q7

当社に関してもっとお知りになりたい情報は
何ですか。（複数選択）

①経営の考え方　②事業内容　③業績・財務情報	
④商品情報　⑤配当金・株主優待情報　⑥CSR情報
⑦その他

Q8

その他、当社に対するご意見、ご要望などが 
あればお願いいたします。Q9

キユーピー便りのデザイン（レイアウト、文字の
大きさなど）についてお聞かせください。（１つのみ）

①とても読みやすい　②読みやすい　③ふつう　
④読みにくい　⑤とても読みにくい

Q5
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配当金

2013年度
1株当たりの配当金

22円（予定）
（中間11円＋期末11円）

配当金・株主優待
株主優待制度のご案内

株主の皆様に当社グループ商品の一層のご理解・ご支援をいただく
ため、年1回株主優待制度を実施しております。

自社商品を贈呈します！

【贈呈基準】
毎年11月30日現在の株主名簿に記録された1単元（100株）以上保有
の株主様
なお、2015年度分より、当社株式を3年以上継続※して、1単元（100株）
以上保有の株主様が対象となります。
※	3年以上継続保有の株主様とは、同じ株主番号で5月31日および11月30日
現在の株主名簿に7回以上連続で記録された株主様です。

【贈呈時期】
3月上旬の送付予定

【贈呈内容】

自社商品の詰め合わせ
1,000円相当

保有株式数100〜999株

自社商品の詰め合わせ
3,000円相当

保有株式数1,000株以上

2012年度に
比べ

2円増配！

株を一部売却すると、
優待品は貰えないのですか。

保有の株式を一部売却されても、株主番号は変更
されませんので、優待品は贈呈されます。
しかし、全数売却された場合は、株主番号が変更と
なるため、再度優待品を贈呈するまで3年以上保有
（株主名簿に連続7回以上記録）していただく必要
があります。

Q
A

よくあるご質問

引越しをしたので、
登録している住所を変更したいのですが。

株主名簿にご登録の住所の変更は、口座を開設
されている証券会社にて行っておりますので、
お問い合わせください。
なお、特別口座にお預けの株主様は名簿管理人で
ある三井住友信託銀行（ 0120-782-031）に
お問い合わせください。

Q
A

※	2015年度（新制度導入初年度）に限り、2年以上継続保有（同じ株主番号で株主名簿に5回以上連続で記録）
の株主様にも、株主優待品を贈呈いたします。

○：優待権利あり
×：優待権利なし

現行制度 新制度
2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

2013年 11月30日現在 ○ ○ ○ ○ ○ ○

2014年
5月31日現在

○ × × ○ ○
11月30日現在

2015年
5月31日現在

× × × ○
11月30日現在
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『株主様ご優待見学会』を開催します！
株主優待制度の一環として、ご要望をいただいておりました株主様と対話させていただく場を設けること
といたしました。
今年度は、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、事業内容や企業姿勢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。今後も、継続的な開催を検討してまいります。

対象者 2013年５月31日現在、
当社株式を1,000株以上保有の株主様

見学施設 （Aコース）キユーピー伊丹工場
住　　所：兵庫県伊丹市南町4-7-1
開催日時：10月26日（土）　10：00～13：00
集合場所：JR 猪名寺駅、阪急 稲野駅
参加役員：代表取締役社長	三宅	他数名（予定）

（Bコース）キユーピー五霞工場
住　　所：茨城県猿島郡五霞町小手指1800
開催日時：11月9日（土）　10：00～13：00
集合場所：JR・東武 栗橋駅、東武 南栗橋駅
参加役員：常務取締役	和田	他数名（予定）

※（Aコース）または（Bコース）のいずれかをお選びください。
※当工場はバリアフリー対応となっておりません。

内容 ・工場見学
・	キユーピーグループ説明会（役員への質疑応答を含む）
・試食懇談会

募集人数 各回40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）

※ご注意事項
・		天候などの事情により、見学会の延期・中止、またはご見学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。

※	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2013年９月
下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　2013年8月20日（火）必着

応募方法
●	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。

①参加希望コース
②	お名前（ふりがな）・	
年齢
③		株主番号※同封の配当	
金計算書右上に記載の9桁

④	郵便番号・ご住所
⑤	電話番号（当日ご連絡	
可能な携帯電話番号など）
⑥	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

受付時間	9:00～17:00
（土、日、祝日を除く）

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

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/
●	スマートフォン、携帯電話



●個人その他	 21.82%
●金融機関	 31.99%
●その他国内法人	 34.37%
●外国人	 9.03%
●証券会社	 0.64%
●自己名義株式	 2.13%
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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
〒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5月31日現在）

500,000,000株
153,000,000株

100株
98,526名

（2012年11月30日比		9,256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 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/


