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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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ふきのとうは、ふきのつぼみのことです。雪の中から掘り出したふきのとうは、
黄色くて苦味が少なく、柔らかで食べやすいので、天ぷら、おひたし、汁の実、
炒めものなどにして食べます。日に当たったふきのとうは、緑色で、苦味とア
クがあり、山菜らしい苦味を味わうことができます。これを天ぷらにする場合、
つぼみは特に苦いので、つぼみの周りの葉だけにした方がよいでしょう。全体
を食べる場合は、ふき味噌や佃煮にして食べます。

表紙の野菜について　—ふきのとう—

　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
経営計画における、「人材育成の充実と、グループ品質
の向上」を土台とした「事業基盤の強化」と「新たな展
開への挑戦」の3つの基本方針、また、これらを強力に
推進するドリルの役割として位置づけた「フードサービ
ス戦略の本格的展開」に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。

　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（平成23年12月1日から平成
24年11月30日まで）の事業活動が終了しましたので、
その概況についてご報告申し上げます。

中期経営計画の最終年度
基盤強化による利益体質を実現
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　当期の売上高は、調味料・加工食品事業やサラダ・惣
菜事業が好調に推移し、5,049億97百万円と前期に比
べ185億62百万円（3.8％）の増収となりました。利益
面については、一昨年の震災後に広告宣伝活動や販売促
進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233億
68百万円と前期に比べ25億52百万円（12.3％）、経常
利益が244億67百万円と前期に比べ25億55百万円
（11.7％）の増益となりました。
　また、一昨年の震災に対する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、
特別利益として第2四半期連結会計期間に計上したこと
もあり、当期純利益は122億91百万円と前期に比べ28
億42百万円（30.1％）の増益となりました。

　当社グループでは、昨年の12月より3年間の新たな中
期経営計画がスタートしております。この中期経営計画
では、グループ全体で挑戦する風土を醸成し、「国内で
の持続的成長」と「海外での飛躍的成長」をめざしてま
いります。
　初年度となる平成25年度では、日本国内においては、
市場環境の変化を確実にとらえ、新たな販路への挑戦や
基幹領域への深耕を進め、「持続的成長」を実現させて
まいります。海外につきましては、人口の増加や食の洋
風化が進む中国や東南アジアにおいて、エリアのニーズ
を的確にとらえ、国内で築いた品質力と提案力による需
要拡大を進め、「飛躍的成長」を実現させてまいります。
　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25年2月

「国内での持続的成長」と
「海外での飛躍的成長」をめざします

連結決算ハイライト
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当期純利益 1株当たり当期純利益
●当期純利益／1株当たり当期純利益	 （円／株）

※記載金額は、億円未満を四捨五入して表示しています。

●売上高	 （単位：億円）

●営業利益	 （単位：億円）

●経常利益	 （単位：億円）
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調味料・加工食品

健康機能

タマゴ

※�中国で製造販売して
いるドレッシング

※冷凍半熟目玉焼き

事業別概況

・国内のドレッシングや、東アジアの展開が順調に拡大
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	 1,813億66百万円	 前期比	 4.5％	増
営業利益	 149億59百万円	 前期比	 4.1％	増

売上高	 184億14百万円	 前期比	 0.3％	減
営業利益	 8億21百万円	 前期比	 45.6％	減

売上高	 855億70百万円	 前期比	 0.2％	減
営業利益	 56億64百万円	 前期比	 49.6％	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。

・ヒアルロン酸は厳しい状況でしたが、コスト改善は
進展しました。

・前期は高騰した鶏卵相場が安定し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。
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健康機能	3.6％ 共通	1.2％

調味料・加工食品
35.9％

タマゴ
17.0％

サラダ・惣菜
19.4％

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
が大きく伸張し、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。

・拠点の統廃合による固定費削減など保管・運送機能の合理化が進み増益
となりました。

売上高	 977億46百万円	 前期比	 13.9％	増
営業利益	 30億61百万円	 前期比	 38.1％	増

・増収効果に加え、コスト削減などにより増益となりました。

売上高	 62億 1百万円	 前期比	 6.6％	増
営業利益	 8億33百万円	 前期比	 24.9％	増

売上高	 1,156億97百万円	 前期比	 1.2％	減
営業利益	 31億83百万円	 前期比	 5.4％	増
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連結貸借対照表（要旨）　　　　　　　　　	（単位：百万円）

科　　　目 当　期
（平成24年11月30日現在）

前　期
（平成23年11月30日現在）

資産の部
流動資産 133,018 111,110
固定資産 173,496 164,680
有形固定資産 124,577 116,072
無形固定資産 2,405 2,301
投資その他の資産 46,514 46,306
資産合計 306,515 275,790
負債の部
流動負債 85,882 76,019
固定負債 24,705 14,477
負債合計  110,587 90,497
純資産の部
株主資本 173,292 163,774
資本金 24,104 24,104
資本剰余金 29,434 29,434
利益剰余金 123,143 113,622
自己株式 △  3,389 △  3,386

その他の包括利益累計額 △  2,355 △  3,766
少数株主持分 24,991 25,284
純資産合計 195,928 185,293
負債純資産合計 306,515 275,790

連結損益計算書（要旨）																													（単位：百万円）

科　　　目
当　期

（平成23年12月 1 日から）平成24年11月30日まで

前　期

（平成22年12月 1 日から）平成23年11月30日まで

売上高 504,997 486,435
売上総利益 125,065 117,088
営業利益 23,368 20,816
経常利益 24,467 21,912
税金等調整前当期純利益 23,354 17,624
当期純利益 12,291 9,449

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

科　　　目
当　期

（平成23年12月 1 日から）平成24年11月30日まで

前　期

（平成22年12月 1 日から）平成23年11月30日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 33,246 23,405
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 24,434 △ 12,166
財務活動によるキャッシュ・フロー 7,022 △ 19,583
現金及び現金同等物に係る換算差額 43 △  275
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 15,877 △  8,620
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期末残高 40,387 24,509

　初めて5,000億円を超える売上高
となりました。惣菜やパッケージサ
ラダなど、簡単に召し上がれる商品
が増収となったことや、ドレッシン
グを始めとするサラダ調味料が好
調に推移しました。
　また、中国においてはマヨネーズ
の展開は順調に進み、前期比29％
増加の58億円となりました。

　営業利益234億円、当期純利益
123億円と過去最高を更新しまし
た。売上高の増加が牽引するととも
に、継続的にコスト改革も進めまし
た。
　特にタマゴ事業では、原料の鶏卵
価格が安定したことや、中食向けの
付加価値商品が好調に推移しました。

　当期の設備投資額は209億円と、
前期に比べ75億円増加しました。
将来を見据えた拠点の最適化や、経
年化した設備や工場の更新を行い
ました。
　平成25から27年度中期経営計画
においても、将来の成長に向けた体
質をさらに強化するため、積極的な
投資を進めてまいります。

「売上高」 「利益」 「投資」

連結財務諸表

財務諸表の詳細はホームページ（http://www.kewpie.co.jp/company/ir）の「財務・業績ハイライト」からご覧いただけます。

※記載金額は、億円未満を四捨五入して表示しています。

Point
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株主還元・株主優待制度の変更

　当社は、株主の皆様への適切な株主還元を経営の重要方針と
しております。
　次期以降の利益配分につきましては、新たな配当金基準と
して、連結自己資本配当率（DOE）1.8%以上を維持するこ
とを原則とし、連結配当性向は25％以上を目安とします。
　株主還元では配当金を最優先に位置づけ、安定した配当を旨と
しつつ、長期的に着実な増配をめざしてまいります。

第96期 第97期 第98期 第99期

7.0

8.0
15.0 9.5※

7.5

10.0

8.0

9.0

9.0

第100期

10.5
20.0

9.5

第101期
（計画）

11.0
22.0

11.0

17.0 18.0 18.0
期末中間期

■1株当たりの配当金推移

※第97期は創立90周年記念配当（2.0円）を含みます。

（単位：円）

		利益配分に関する基本方針

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

【株主優待権利確定基準日】毎年11月30日
【贈呈時期】株主確定基準日の翌年３月上旬
【贈呈基準・内容】

　今後の株主優待の取得条件

　変更内容
【対象株主】

変更前 変更後

毎年11月30日現在、当社株式を
100株以上保有の株主様

毎年11月30日現在、当社株式を
３年以上継続して、100株以上
保有の株主様

※ ３年以上継続して保有の株主様とは、同じ株主番号で、５月31日および11
月30日時点の株主名簿に７回以上連続で記録・記載された株主様です。

		平成27年11月期からの株主優待制度の変更のご案内
　当社では、平成25年度からスタートした新中期経営計画において、株主の皆様への株主還元策として、配当基準の引き
上げを行う一方、株主優待制度のありかたについても見直しを行いました。
　その結果、平成27年11月期より、３年以上継続して株式を保有し長期的にご支援いただける株主様に、株主優待品を贈
呈させていただきます。

平成27年11月期より株主優待をお受け取りになるには、３年以上の継続保有が必要となります。

注） 平成25年11月30日現在の株主名簿に記録され、継続保有をしていただければ、今後の株主優待は全て受け取ることができます。 
（株主名簿に記録されるには、株主確定基準日から起算して4営業日前までに、株式をご購入しておく必要があります。）

※平成27年11月期（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
平成24年11月期 平成25年11月期 平成26年11月期 ※平成27年11月期 平成28年11月期 平成29年11月期

株主名簿記録条件

株主登録日
― ― ― 2年以上(連続5回以上) 3年以上(連続7回以上) 3年以上(連続7回以上)

平成24年11月30日現在 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
平成25年 5 月31日現在 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
平成25年11月30日現在 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
平成26年 5 月31日現在 ◯ × × ◯
平成26年11月30日現在 ◯ × × ◯
平成27年 5 月31日現在 × × ×
平成27年11月30日現在 × × ×
平成28年 5 月31日現在 × ×
平成28年11月30日現在 × ×
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中期経営計画　（平成25年1月10日発表）

キユーピーグループの平成25から27年の中期経営計画では、グループ全体で挑戦する風土を醸成し、「国内での持続
的成長」と「海外での飛躍的成長」を遂げるべく、「ユニークさの発揮と創造」を軸にした４つの経営方針（経営基
盤の強化、国内でのイノベーション、海外への本格展開、将来への布石）を定めております。

売上高
5,600億円 （10.9％増）

当期純利益
141億円 （14.6％増）

経常利益
269億円 （9.8％増）

ROE
8.0％ （0.6ﾎﾟｲﾝﾄ増）

営業利益率
4.7％ （0.1ﾎﾟｲﾝﾄ増）

ROA
8.4％

営業利益
265億円 （13.2％増）

EBITDA
446億円 （18.9％増）

※EBITDA＝営業利益＋減価償却費　※記載金額は、億円未満を四捨五入して表示しています。

（平成24年度との比較）

※旧調味料・加工食品事業は、調味料事業と加工食品事業に分割しました。
※旧健康機能事業は、ファインケミカル部門が事業として独立し、ヘルスケア部門を加工食品事業に移管しました。

平成27年度　連結業績目標

国内
〈競争力の向上とシェアの拡大〉
・基幹領域の深耕
・新たな販路への展開
・新技術の獲得と付加価値の創出

海外
〈国内で築いた品質力と提案力の発揮〉
・アジアのマヨネーズ市場を拡大
・既存エリアの深掘りと新規エリアの開拓
・グループ資源を活用した商品領域の拡大

事業区分 取組み

調味料 国内ではサラダ領域や用途の拡大でサラダ調味料の需要を創出するとともに、海外ではエリア特性に
応じた展開で、アジアのマヨネーズ市場の拡大を図ります。

タマゴ 付加価値商品の開発と展開でフードサービス市場を深耕し、最適生産の追求による事業コストの
低減を進めます。

サラダ・惣菜 技術力と展開力で、サラダ・惣菜、カット野菜、コンビニエンスストア向け米飯の３つの分野の拡
大を継続させます。また、ネット販売や宅配などの新領域へ挑戦します。

加工食品 生産体制の最適化やカテゴリーの精鋭化による収益基盤再構築を行い、各カテゴリーの選択と集
中で商品開発や販路開拓を強化していきます。

ファインケミカル 新機能創出でヒアルロン酸の付加価値を高め、医薬分野への可能性を拡大し、新たな価値を提供
します。

物流システム 事業体制の再構築による輸配送業務の最適化を図り、物流ネットワークの構築などによるサー
ビスの進化をめざします。
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　レトルトパウチのベビーフード「かむかむ赤ちゃん」は、
ベビーフードからの卒業を控えた1歳4ヵ月頃からのお子
さまがさまざまな食材の味に触れられるよう、野菜や肉、
ひじき、大豆、昆布などバラエティに富んだ材料を使用して
います。また、前歯が生え揃い、噛む習慣を身につけ始める
時期でもあることから、野菜や肉などの具材は、通常のベ
ビーフードよりも大きめにカットし、噛み応えを出すた
めに固めに仕上げました。
　キユーピーはお子さまの発育にとっ
て大切な時期の食事をサポートします。

　キユーピーはマヨネーズの性質をいかした「裏ワザ」
レシピの提案を行っています。今回、マヨネーズを下味
付けに使った肉は“やわらかい”“パサつかない”“おい
しい”ことがわかりました。これは、マヨネーズが肉の
表面をコーティングすることで、うま味成分を含んだ水
分が逃げにくいことが一因だと考えられます。
　今回の結果をいかし、ホームページ等でマヨネーズの
「裏ワザ」を使った唐揚げレシピをご紹介しています。
　今後も、食場面を楽しくするようなマヨネーズの可能性を
追求してまいります。

キユーピーベビーフードから具材たっぷりの	
新シリーズ（全７品）
1歳4ヵ月頃からのお子さま向けに
「かむかむ赤ちゃん」新登場

「キユーピーマヨネーズの『裏ワザ』の研究」
マヨネーズは肉料理のおいしさを向上します
日本調理科学会平成24年度大会にて発表

各商品／内容量：100g
価格：180円　賞味期間：18ヵ月

ホームページ
（http://www.kewpie.co.jp/）の
とっておきレシピから「キユーピー
マヨネーズの裏ワザレシピ」を
ご覧いただけます。

　「おはなしダイニング」は、お客様とキユーピーが、野菜の耳より情報や、料理に

関するコツ・アイデアをそれぞれに持ちよって一緒にサイトを作っていく会員制の

コミュニティサイトです。（会員登録無料）

　旬の野菜の情報や、日々のレシピについて“おはなし”して、毎日の料理や食事

がもっと楽しくなるコミュニティをめざしてまいります。
http://dining.kewpie.co.jp/
おはなしダイニング 検索

＜主なコンテンツ＞
「旬野菜ひろば」
旬の野菜の選び方やおいしい食べ方、産地からの耳より情報を
お届けします。

「みんなのクッキングダイアリー」
日々の料理をカレンダー形式で記録・公開できます。献立の
ヒントを探す手段としても活用できます。

トピックス



9

●当社の株式の今後のご予定 ●最も期待する株主還元策

●インターネットでの議決権行使のご利用
　インターネットでの議決権行使のご利用について、
「利用する」「わからない他」のご回答を多数お寄せいた
だきました。
　従来の議決権行使方法に加え、より多くの株主の皆
様に議決権を行使していただける方法の一つとして、
第100回定時株主総会からインターネット等での議決
権行使を採用いたしました。
　今後は、従来の書面行使に加えインターネット等で
の行使も行うことができますので、ご自身に合った行
使方法をお選びいただき、議決権を行使してくださいま
すようお願い申し上げます。

今後も、下記のいずれかの方法により、議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。

行使方法 ⇒

● 増減予定なし
● 買い増す
● 未定他
● 一部売却
● 全て売却

…………57.0%
……………24.7%

………………17.2%
………………0.6%
………………0.5%

● 株主優待制度の拡充
● 増配
● 自己株式の取得
● 株式分割
● その他

…53.4%
…………………37.2%

………3.9%
………………3.3%
…………………2.2%

　株主還元策として「株主優待制度の拡充」と「増配」のご回答を多数お寄せいただきました。
　今後も適切な株主還元を行ってまいりますのでご支援賜りますようお願い申し上げます。

（名）

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

利用しない わからない他 利用する

8,286

5,858

3,213

総会への参加 書面での行使 インターネット等での行使

株主アンケート結果のご報告

　頂戴した株主の皆様からのご意見・ご要望は、今後の株主施策やＩＲ活動の参考とさせていただきます。
　今後もより良いコミュニケーションの実現をめざし、アンケートを行ってまいりますので、ご協力くださいますよう
お願い申し上げます。

　「第100期中間　キユーピー便り」にて実施いたしましたアンケートに対して、17,357名の方からご返信をいただき
ました。ご協力いただきました株主の皆様へお礼を申し上げますとともに、その集計結果の一部をご報告いたします。
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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	
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
お楽しみください。

キユーピー	
具のソースシリーズ

ヴェルデ
トーストスプレッドシリーズ

これ一本で、おいしさも、
メニューも広がる。かけるだけ、
あえるだけの『具のソース』。

パンに塗って焼くだけで、簡単に�
おいしいトーストが出来上がります。①		食パン（1枚）は２cmの角切りにする。

②		フライパンにヴェルデ　ハチミツ＆レモントースト	
スプレッド（1/2本）を入れ、溶けるまで中火にかけて	
火を止める。

③		②に①を入れて全体に絡ませ、温かいうちにクッキング
ペーパーに広げて粗熱をとる。

①		サニーレタス（3枚）は水にさらして水気をきり、	
食べやすい大きさにちぎる。

	 	アボカド（1/2個）は1cm幅に切る。トマト（1個）とゆで卵
（1個）はくし形にする。
②		フライパンにサラダ油(適量)をひいて熱し、鶏もも肉
(1/2枚)を皮目から焼き、こんがりと色づいたら裏面も
焼き、食べやすい大きさに切る。

③		器に①と②を盛りつけ、キユーピー　バターミルクランチ
ドレッシング(適量)をかける。

①		サニーレタス（2枚）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。

②		ロールパン（4個）に切り込みを入れ、①とえびフライ
（4尾）をはさみ、キユーピー　具のソース　	
卵と野菜のオーロラソース（適量）をのせる。

●えびフライのオーロラソースサンド（２人分）

●ハチミツ＆レモン風味のカリカリラスク（２人分）
調理時間
10分

栄養成分(1人分)
エネルギー約347kcal

調理時間
5分

栄養成分(1人分)
エネルギー約405kcal

栄養成分(1人分)
エネルギー約242kcal

2月15日（金）発売

2月15日（金）発売

2月15日（金）発売

新商品

新商品

新商品

キユーピー　バターミルクランチドレッシング
―バターミルクパウダーのコクが特長のクリーミィなドレッシングです。
　ほんのりとした甘みが感じられます。―

キユーピー　具のソース　卵と野菜のオーロラソース
―マヨネーズ風味のソースにケチャップやパインアップル果汁などを�
　加えた、甘口で具たっぷりのオーロラソースです。―

ヴェルデ　ハチミツ＆レモントーストスプレッド
―ハチミツの甘くて濃厚な香りが特徴です。おやつにも楽しめる仕立てにしました。―

ワンポイント
粗熱が取れるとカリカリになり、食感もお楽しみいただけます。
食パンの代わりに、小さく切ったお麩でも代用できます。

●アボカドとグリルチキンのランチサラダ（2人分)
調理時間
15分
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上場株式等の配当等に係る所得税に対し、平成25年１月
１日から平成49年12月31日まで、復興特別所得税として
所得税額×2.1％が追加課税されることになります。

「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要
な財源の確保に関する特別措置法（平成23年法律第117号）」
の施行に伴い、平成25年１月１日以降に支払われる上場株式
等の配当等に係る所得税に対し、右記のとおり追加課税される
ことになりますので、ご案内いたします。

・源泉徴収が行われる場合の税率です。ただし、内国法人の場合は住民税が徴収されません。
・本ご案内の内容が当てはまらない場合もございます。詳細につきましては、最寄の税務署、
　税理士等にお問い合せください。
・本ご案内は平成24年８月時点の情報をもとに作成しております。

平成24年12月31日
まで

平成25年１月１日から
平成25年12月31日まで

平成26年１月１日から
平成49年12月31日まで

平成50年１月１日
から

所得税 7％ 7％ 15％※ 15％
復興特別所得税 － 0.147％ 0.315％ －
住民税 3％ 3％ 5％※ 5％
合計 10％ 10.147％ 20.315％ 20％

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
※�平成25年1月より郵便物送付先・電話照会先が変更
となりました。

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  　30.12%
●証券会社  0.18%
●その他の法人  34.91%
●外国法人等  9.26%
●個人その他  23.40%
●自己名義株式  2.13%

株式の状況（平成24年11月30日現在）

500,000,000株
153,000,000株

100株
107,782名

（平成24年5月末比  11,428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

『復興特別所得税』に関するご案内 ※ 証券税制における軽減税率の適用終了による税率の変更です。

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/


