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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。

　はじめに、新型コロナウイルス感染症により罹患された方々や、

さまざまな影響を受けられた方々に対し、心よりお見舞い申し上げ

ます。また、医療関係者の皆様をはじめ、感染防止にご尽力いただ

いている皆様に深く感謝申し上げます。

　2021年度上期（2020年12月1日から2021年5月31日まで）は、

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う経済活動の制限などにより、

依然として先行き不透明な状況が続いていますが、国内では内食

需要が堅調に推移し家庭用商品の販売が伸長しました。また、海外

では新型コロナウイルス感染症の影響から回復基調にあり増収と

なりました。

　お客様の意識やライフスタイルの変化に対応すべく、商品やメ

ニューを通じた提案を進めるとともに、一層の体質強化を実現し

てまいります。

　引き続きご愛顧とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

目　次

株主の皆様へ
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2※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。

業績ハイライト 2021年度 第2四半期累計（2020年12月1日から2021年5月31日まで）

経営状況

●�市販用　●�業務用　●�海外　●�フルーツ�ソリューション　●�ファインケミカル　●�共通

1,989億円 145億円

96億円

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

❖�内食需要の高まりによる市販用商品の伸長や、
海外での新型コロナウイルス感染症の影響からの
回復基調などにより増収

❖売上増加や販売費及び一般管理費などの
　コストコントロールの強化により増益

860億円
724億円
247億円
86億円
44億円
27億円

（　）内は前年同期比

（104.5％）
（101.0％）
（106.9％）
（103.4％）
（110.1％）
（  72.8％）

セグメント別
売上高

主な要因 主な要因

97億円
27億円
37億円
４億円
１億円
６億円

セグメント別
営業利益

（140.8％）
（  98.8％）
（191.7％）
（164.4％）
（  22.1％）
（  87.9％）

（　）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。
2020年度
2020

2021年度

2525
2020

45円（予定）

2020

2018年度

1919
1919

38円

2019年度

5

2020

45円
5
2020

40円

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 前年同期比����　　 　％��　　　億円102.9 143.7+57 +44

　2021年度より、セグメント区分を変更しています。
　また、連結子会社であった株式会社キユーソー流通システムの株式を一部売却し、持分法適用関連会社へ移行したこと
により、売上高698億円、営業利益11億円の減少影響が生じています。(前年同期比および前年差は、株式会社キユー
ソー流通システムの影響を除いた「遡及後」で表記しています。)

（前年同期比���　　 ％　　　億円）170.4 ＋40
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　持続可能な社会の実現に向けて、キユーピー�テイ
スティドレッシング全品に再生プラスチック※を
含む容器を2021年6月から採用しました。今後も、
環境に配慮した容器
包装の開発など、持
続可能なものづくり
に取り組んでいき
ます。

※�再生プラスチック：主に清涼飲料水用のペットボトルを回収後に
粉砕、洗浄した後、高温下で一定時間処理し、汚染物質を除去する
ことで高品質にする方法「メカニカルリサイクル（物理的再生法）」
で再生したプラスチック。

　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。

「キユーピーグループ統合報告書
2021」を発行（2021年4月）

「深谷テラス ヤサイな仲間たち
ファーム」を建設開始

　埼玉県深谷市との「花園IC拠点整備プロジェクト」
において、野菜の魅力を体験できる複合型施設「深谷
テラス�ヤサイな仲間たちファーム」の開業を2022年
春に予定しています。野菜にまつわる提案を広げてい
きます。

トピックス

「深谷テラス�ヤサイな仲間たちファーム」
施設全体のイメージ

当社ウェブサイトに掲載しています。

キユーピー 統合報告書 検 索

　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。2021年度は通
常の助成金以外に「新型コロナ感染防止対策特別賞」
を設け、受賞団体の対策を公開しています。
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。

資源の有効活用・循環への
取り組み

キユーピーみらいたまご財団の
取り組み

サステナビリティへの取り組み

施設の主な概要
●レストラン
●体験農園
●マルシェ
●野菜教室

主な項目
●利益体質の強化と新たな食生活創造
●社会・地球環境への取り組みを強化
●多様な人材が活躍できる仕組みづくり

キユーピーみらいたまご財団 検索
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玉ねぎの風味とハーブの香りを合わせ、味わい深く仕上げました。
生ハムを使ったサラダや温野菜によく合います。

肉や魚を使ったメインのおかずが、フライパン１つで簡単に仕上がる本格的なソースです。

お肉のからめ焼き
和風たまねぎのたれ

鮭の蒸し焼き
バジルソース

豚ばら肉と茄子の
和風黒酢仕立て

鮭とミニトマトの
蒸し焼き

鮭とブロッコリーの温サラダ

鮭（生）�…………………………１切れ
じゃがいも…………………１個（小）
ぶなしめじ…………… １/２パック
玉ねぎ……………………… １/４個
ブロッコリー……………………２房
酒……………………… 小さじ１/2
キユーピー�
テイスティドレッシング�
オニオンクリーミィ……………適量

材料（2人分）　 作り方約239kcal（1人分）

商品・レシピの紹介

8月中旬
新発売

発売中

キユーピー  テイスティドレッシング
オニオンクリーミィ

わたしのお料理TM

調理時間
15分

※�精肉売り場にて、上記の他にトマトと野菜のソース、
ドミグラスソースもございます。

※�鮮魚売り場にて、上記の他にガーリックソース、
トマトのソースもございます。

①��鮭は食べやすい大きさに切る。
　�じゃがいもは皮をむき、厚さ5mmの半月切りにする。
②��ぶなしめじは石づきを取り、小房に分ける。玉ねぎは薄切りにする。
③�ブロッコリーは小さめの小房に分ける。
④��耐熱容器に①と②をのせ、酒をふる。ふんわりとラップをかけ、レンジ
（500W）で約4分加熱し、③を加えてさらに約１分30秒加熱する。
⑤�器に④を盛りつけ、ドレッシングをかける。

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

作り方などの詳細は特設サイトをご覧ください。 わたしのお料理　作り方一覧 検索
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　2021年2月25日（木）、東京国際フォーラムにて第108回定時株主総会
を開催いたしました。今回よりインターネットによる同時中継も行い、ご来
場いただけない株主様にも株主総会の様子が分かるようにいたしました。
　次回以降も同時中継を行いますので、会場でのご出席が難しい場合には
ぜひご利用ください。

　マヨテラスとオープンキッチン（工場見学）をオンラインにて見学いた
だけます。オンラインならではの動画やクイズなどを盛り込みながら、�
同時中継で行っています。

オープンキッチン
（工場見学）

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。

ご予約は、当社ウェブサイトよりお願いいたします。

第108回定時株主総会を開催しました

オンライン見学のご紹介

株主様へのお知らせ

キユーピー 株主総会 検 索

※ご来館いただく見学は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために、現在休止しております。（2021年7月20日時点）

マヨネーズにまつわるさまざまな情報やトピックスを
学べる見学施設です。
一般の方向けや小学生、幼児向けと年代別に分かりやすく
お伝えしています。

工場ごとに特長のある内容を用意しており、全てのプログラムをお楽しみいただけます。

五霞工場

挙母工場

神戸工場

鳥栖工場

●�野菜の魅力発見

●�たまご教室
●�キッズクック

●�マヨネーズ工場探検隊（小学生向け）
●�毎日の食事で健康に！（大人向け）

●�離乳食教室（初期編・中後期編）

マヨテラス

キユーピー オンライン見学申し込み　 検 索
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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

2022年
３月上旬

2023年
３月上旬

2024年
３月上旬

2025年
３月上旬

2018年 11月30日 ◎（�7�） ◎（�9�） ◎（11） ◎（13）

2019年
�５月31日 ○（�6�） ◎（�8�） ◎（10） ◎（12）
11月30日 ○（�5�） ◎（�7�） ◎（�9�） ◎（11）

2020年
�５月31日 ○（�4�） ○（�6�） ◎（�8�） ◎（10）
11月30日 ○（�3�） ○（�5�） ◎（�7�） ◎（�9�）

2021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

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

11月30日
権利確定日

所有株式数 保有期間 優待内容

100～499株
継続半年以上 1,000円相当

の当社グループ商品

継続3年以上 1,500円相当
の当社グループ商品

500株以上
継続半年以上 3,000円相当

の当社グループ商品

継続3年以上 5,000円相当
の当社グループ商品



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
119,642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（2021年5月31日現在）

金融機関
49,554千株 33.04%

証券会社
2,379千株 1.59%

その他国内の法人
41,535千株 27.69%

外国法人等
13,229千株 8.82%

自己名義株式
9,790千株 6.53%

個人その他
33,510千株 22.34%

（118,795名）

（1名）

（359名）

（382名）

（36名）

（69名）

所有者別
株式分布


