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　平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し
上げます。
　この度の新型コロナウイルス感染症に罹患され
た方や、令和2年（2020年）7月豪雨にて被災された
方に、心よりお見舞い申し上げます。合わせて、感染
拡大防止に向けて最前線で日夜奮闘されている
医療関係の皆様や、復興に向けてご尽力いただいて
いる皆様に、心から感謝を申し上げます。
　2020年度上期（2019年12月1日から2020年
5月31日まで）は、新型コロナウイルス感染症の
影響を大きく受けました。変化しているお客様の
生活環境や消費行動に対応すべく、商品やメニュー
を通じた提案を一層進めてまいります。
　引き続きご愛顧いただくとともに、ご支援を賜り
ますよう、お願い申し上げます。

代表取締役�社長執行役員
ちょう おさむなん
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※記載金額および比率は、表示単位未満の端数を四捨五入して表示しています。また、比率は百万円単位で計算しています。

※各事業に按分できない費用（本社経費など）を「全社費用」として区分しています。

業績ハイライト 2020年度 第2四半期累計（2019年12月1日から2020年5月31日まで）

経営状況

●�調理・調味料　●�サラダ・惣菜　●�タマゴ　●�フルーツ�ソリューション　●�ファインケミカル　●�物流　●�共通

2,631億円 112億円

56億円

売 上 高

親会社株主に帰属する四半期純利益 1株当たりの配当金

営 業 利 益

❖業務用商品の販売不振による売上減少
❖家庭用の調味料・調理食品やカット野菜の伸張
❖��東南アジアでの2桁成長の継続

❖業務用商品の販売不振による利益減少
❖��主原料価格の上昇による利益減少
❖サラダ・惣菜事業の生産性の向上による利益増加

事業別
売上高構成

875億円
442億円
454億円
83億円
40億円

698億円
37億円

（　）内は前年同期比

（  95％）
（100％）
（  93％）
（106％）
（  93％）
（101％）
（145％）

主な要因 主な要因

92億円
17億円
11億円
２億円
４億円
11億円
７億円

事業別
営業利益構成

（  85％）
（143％）
（  27％）
（198％）
（104％）
（  52％）
（  94％）

（　）内は前年同期比

※2019年度期末は、創業100周年記念配当5円を実施しました。
2017年度

18.518.5

18.018.0

36.5円

2018年度

19.019.0

19.019.0

38円

2019年度

5.0

20.020.0

45円
5.0

2020年度

20.020.0

20.020.0

40円（予定）

20.020.0

中間　　   期末

全社費用を除いて表記しています。

（前年同期比　 ％　　　億円）98 △59

（前年同期比　 ％　　　億円）59 △39

（前年同期比　 ％　　　億円）70 △49
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世界包装機構の
「ワールドスター賞」を受賞

「キユーピーグループ統合報告書 
2020」を発行（2020年4月）

　キユーピー� マヨネーズ�350gに使用している
「３つ穴キャップ」が、世界の優れたパッケージと、
その技術を普及することを目的としたコンテスト（※）
にて、「ワールドスター賞」を受賞しました。

　当社グループに対する理解を
より深めていただくため、企業
活動の全体像や企業価値創造に
向けた戦略・計画を総合的に報
告しています。
　今後も、キユーピーグループ
ならではの企業価値創造に取り
組んでいきます。

トピックス

３つ穴キャップ 使用例

当社ウェブサイトに掲載しています。

※世界包装機構主催の「ワールドスターコンテスト�2020」

キユーピー 統合報告書 検 索

　新型コロナウイルス感染症や令和2年（2020年）
7月豪雨の影響により発生したさまざまな社会課題に
対し、グループをあげて支援を行っています。今後も
状況に合わせた支援を行っていきます。

　食育や子どもの居場所づく
りに取り組む団体への支援を
通じ、子どもたちの心と体の
健康を応援しています。2020
年度は多数の応募の中から、
厳正な選考により70団体に助成を実施しました。

助成先については、キユーピーみらいたまご
財団のウェブサイトでご覧いただけます。

食を通じた支援への
取り組み

キユーピーみらいたまご財団の
取り組み

※��新型コロナウイルス感染症の影響により活動が大きく変化して
いますが、状況に合わせた支援を継続していきます。

サステナビリティへの取り組み

●���医療従事者への食品提供
●���在宅高齢者への介護食品の提供
●���子ども食堂への食品の寄贈や
寄付

●���生活に困窮する学生への奨学金
の寄付

医療従事者に提供した商品 キユーピー みらいたまご財団 検 索
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生野菜はもちろん、火を通した野菜・肉・魚をよりおいしく召し上がれるよう、
たまねぎの甘味やにんにくの旨味をさらに引き立てました。

①�リーフレタスは冷水にさらして水気をきり、食べやすい大きさにちぎる。黄パプリカは長さ半分の薄切りにする。
②�ぶなしめじは石づきを取り、小房に分ける。豚ロース肉は長さ５cmに切る。
③��フライパンに油をひいて熱し、②を炒める。
④�器に①を盛りつけ、③をのせ、ドレッシングをかける。

①��じゃがいもは皮をむき、厚さ７ｍｍの半月切りにし、
水にさらして水気をきる。ぬらしたクッキングペー
パーで包んで耐熱容器にのせてラップをふんわりか
け、レンジ（500W）で約２分間加熱する。

②��レタスは冷水にさらして水気をきり、食べやすい
大きさにちぎる。

③�プチトマトは半分に切る。ゆで卵は４等分に切る。

④�ベーコンは厚さ１cm、幅２cmに切る。
⑤�フライパンに油をひいて熱し、①と④を焼く。
⑥��器に②を敷き、③と⑤を盛りつけ、ドレッシング
をかける。

調理時間
10分

豚肉としめじのサラダ

じゃがいもとベーコンのサラダ

ぶなしめじ…………………………… １/２パック
リーフレタス……………………………………２枚
黄パプリカ………………………………… １/８個
豚ロース肉（薄切り）………………………… 10枚
サラダ油…………………………………………適量
キユーピー�
すりおろしオニオンドレッシング……………適量

じゃがいも…………………１個
レタス………………………２枚
プチトマト…………………４個
ベーコン………80g（ブロック）

ゆで卵………………………………… １個
サラダ油……………………………… 適量
キユーピー
すりおろしオニオンドレッシング… 適量

材料（2人分）　 約351kcal（１人分）

材料（2人分）　 約323kcal（1人分）

商品・レシピの紹介

8月中旬
リニューアル

キユーピー すりおろしオニオンドレッシング

作り方

作り方

当社ウェブサイトに他のレシピもご紹介しています。 キユーピー とっておきレシピ 検 索

調理時間
10分
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変更前 変更後

　2020年2月27日（木）、東京国際フォーラムにて第107回定時株主総会を
開催し、2,482名の株主様にご出席いただきました。新型コロナウイルス
感染防止対策として、マスク着用やアルコール消毒にご協力いただき、
ありがとうございました。
　なお、次回の株主総会より、会場にご来場くださる株主様とご来場
いただくことができない株主様との公平性等を勘案し、お土産を取りやめ
させていただきます。楽しみにしてくださっていた株主様へは心苦しい
限りではございますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

　株主様により長く、より多くの当社株式を保有していただくため、株主優待制度を拡充します。引き続き
ご愛顧いただくとともに、ご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。2020年11月30日現在の株主様への
贈呈分より変更いたします。

当日にいただきましたご質問や回答などは、
当社ウェブサイトでご覧いただけます。

第107回定時株主総会を開催しました

株主優待制度の変更に関するお知らせ（優待内容と贈呈基準）

株主様へのお知らせ

（注1）��継続半年以上とは、11月30日時点の当社株主名簿に記載されており、100株以上を半年以上継続保有されている場合をいいます。
（5月31日と11月30日の株主名簿に連続2回以上、同一株主番号で記載されていること）

（注2）��継続3年以上とは、11月30日時点の当社株主名簿に記載されており、100株以上を3年以上継続保有されている場合をいいます。
（5月31日と11月30日の株主名簿に連続7回以上、同一株主番号で記載されていること）

キユーピー 株主総会 検 索

所有株式数 保有期間 優待内容

100～499株
継続半年以上(注1) 1,000円相当

の当社グループ商品

継続3年以上(注2) 1,500円相当
の当社グループ商品

500株以上
継続半年以上(注1) 3,000円相当

の当社グループ商品

継続3年以上(注2) 5,000円相当
の当社グループ商品

所有株式数 保有期間 優待内容

100～499株

継続3年以上

1,000円相当
の当社グループ商品

500～999株 2,000円相当
の当社グループ商品

1,000株以上 3,000円相当
の当社グループ商品
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半年以上継続保有とは
5月31日と11月30日の株主名簿に連続2回以上、同一株主番号で
記載されていること

当社株主名簿に記載されている
株主番号が変更されると、株主優待
の贈呈対象から外れてしまいます。

下記の事項に該当する場合は、当社の株主名簿
に記載されている株主番号が変更となる可能性
がございますのでご注意ください。
株主番号の変更の有無については、株式をお預
けの証券会社にお問い合わせください。�

◆ 株主名簿の登録が変更された場合
�　・婚姻や転居により、株主名簿に記載の氏名・
住所が変更となった場合（※1）

�　・相続などにより株式の名義人が変更となった
場合

�　・株式をお預けの証券会社を変更した場合

◆�株主名簿の登録から外れた後、再度登録された
　 場合
�　・��証券会社の貸株サービスをご利用されている
場合（※2）

　�・��保有株式をすべて売却し、権利付最終日までに
同じ銘柄の株式を買い戻した場合

�　・��お預けの証券会社で保有株式をすべて売却し、
別の証券会社で同じ銘柄の株式を購入した場合

11月30日現在の当社株主名簿に記載されており、1単元（100株）以上を
半年以上継続保有の株主様�

お問い合わせ先
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
　���0120-782-031�
【受付時間】9：00〜17：00（土・日・祝日を除く）

ご注意

（※2）�貸株サービスをご利用された場合、株式の所有権
が貸出先に移転するため株式の名義が変更となり
ます。なお、貸株をご本人の名義に戻した時点で新
たに株主番号が割り当てられる可能性があります。�

（※1）�婚姻や転居により、株主名簿に記載の内容を変更し
たため株主番号が変更となった場合に限り、株主優
待品の贈呈対象といたしますので、下記お問い合
わせ先までご連絡ください。

○：優待品贈呈あり（継続半年以上）　◎：優待品贈呈あり（継続3年以上）
×：優待品贈呈なし��
（��）内の数値：株主名簿に同一株主番号で継続して記載された回数

2021年
３月上旬

2022年
３月上旬

2023年
３月上旬

2024年
３月上旬

2017年 11月30日 ◎（�7�） ◎（�9�） ◎（11） ◎（13）

2019年
�５月31日 ○（�4�） ○（�6�） ◎（�8�） ◎（10）
11月30日 ○（�3�） ○（�5�） ◎（�7�） ◎（�9�）

2020年
�５月31日 ○（�2�） ○（�4�） ○（�6�） ◎（�8�）
11月30日 ×（�1�） ○（�3�） ○（�5�） ◎（�7�）

優待品�贈呈時期
株主名簿初回記載日

※写真は2020年３月贈呈分の株主優待品（3,000円相当）です。

贈呈回数、贈呈時期
年1回、3月上旬ごろ

株主優待品

贈呈対象

贈呈内容

11月30日
権利確定日

優待内容と贈呈基準に
ついては、５ページの
変更後の表をご参照
ください。



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
https://www.kewpie.com

株主様へのお知らせ

500,000,000株
150,000,000株

100株
119,712名

●
●
●
●

発行可能株式総数
発行済株式総数
単 元 株 式 数
株 主 数

● 事 業 年 度 毎年12月１日から翌年11月30日まで
● 株主確定基準日 定時株主総会　毎年11月30日

期末配当金　　毎年11月30日
株主優待品　　毎年11月30日
中間配当金　　毎年５月31日

● 定時株主総会 毎年２月開催
● �株主名簿管理人
および特別口座
の口座管理機関

〒100-8233
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

● 郵便物送付先 〒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

(電 話 照 会 先)  0120-782-031
● 公 告 方 法 電子公告

(https://www.kewpie.com/ir/announce/)
ただし、事故その他やむを得ない事由によって
電子公告による公告を行うことができない場合
は、日本経済新聞に掲載いたします。

● 証 券 コ ー ド 2809（東京証券取引所第１部） ※�所有株式数は切り捨て、所有株比率は四捨五入にて表示しています。

手続 問い合わせ先
証券会社に口座をお持ちの場合 特別口座の場合

●�株主名簿に記載の住所・氏名などの変更
●�単元未満株式の買取請求
●�配当金の受領方法の変更
●�振込先の変更
●�マイナンバーに関する問い合わせ
●�その他手続に関する事項

株式をお預けの証券会社に
お問い合わせください。

三井住友信託銀行株式会社
証券代行部

�0120-782-031

●�特別口座から証券会社の口座への振替申請
●�特別口座の残高照会
●�支払期間経過後の配当金の支払請求 三井住友信託銀行株式会社　証券代行部� �0120-782-031

株主メモ

株式に関する手続について

株式の状況（2020年5月31日現在）

金融機関
48,568千株 32.38%

証券会社
2,134千株 1.42%

その他国内の法人
42,523千株 28.35%

外国法人等
14,849千株 9.90%

自己名義株式
6,958千株 4.64%

個人その他
34,965千株 23.31%

（118,872名）

（1名）

（341名）

（376名）

（37名）

（85名）

所有者別
株式分布


