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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。
2015年度上期（2014年12月1日から2015年5月31日まで）は、
前年度に上昇した、主原料である食油や鶏卵の価格が安定する
中、国内ではドレッシングが堅調に推移するとともに、中食
市場向けの商品が拡大し、中国や東南アジアなど海外での
展開も着実に進み、増収増益となりました。
当社の主力商品である「キユーピー マヨネーズ」は、2015年
3月に発売90周年を迎えることができました。これもひとえに
皆様からのご支援とご愛顧の賜物であると、心より感謝申し
上げます。
今年度は、皆様からの長年にわたるご愛顧への感謝を込めた
各種キャンペーンやイベントなどを実施し、マヨネーズ発売
90周年を盛り上げてまいります。また、おいしさの再発見に
つながるメニューや使い方の提案を強化し、マヨネーズの
さらなる消費拡大をめざしてまいります。
今後も、引き続きご支援賜りますよう、お願い申し上げます。

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 マヨネーズ
発売（100g、128g）

キユーピー
ハーフ発売

ポリボトル容器の
マヨネーズを発売

キユーピーゼロ
ノンコレステロール発売

キユーピー マヨネーズ
アメリカン発売

キユーピー
ディフェ発売

キユーピー マヨネーズ
スティックパック発売

キユーピー
ライト発売

キユーピー マスタード
マヨネーズ発売

キユーピー エッグ
ケア（卵不使用）発売

キユーピー
マヨネーズ
発売90周年

キユーピー マヨネーズ 90年の歴史
キユーピー株式会社の創始者中島董一郎は、海外実習訓練生として渡米した際にマヨネーズに魅了され、卵黄をたっぷり
使用したコクのあるマヨネーズを日本で初めて1925年（大正14年）に製造・販売しました。
多くの皆様にご支持いただき、今年でキユーピー マヨネーズは発売90周年を迎えました。
まだ日本では生野菜を食べるという習慣がない時代に、その食文化とメニュー紹介に力を入れ、今では家庭に欠かせない
調味料の一つとして、サラダだけではなく、さまざまな料理に使用されています。

キユーピー マヨ
ネーズのおいし
さはそのままに、
カロリー半分。※

独自の製法で卵黄
からコレステロール
を カット。さ ら に
カロリーを半分に。※

植物性コレステロール
の働きにより、コレス
テロールを下げる特定
保健用食品。

植物油の量を
従来の1/4以下
に 抑 え、カロ
リーを1/4に。※

独自の技術により、
卵を使用せずに
マヨネーズのコク
を再現。

トピックス

1925年

1991年 2002年 2005年 2011年 2015年

1958年 1980年 1981年 1987年

※ キユーピー マヨネーズ比
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キユーピー マヨネーズ 「おいしさ」、「安全・安心」へのこだわり
マヨネーズづくりの歴史は、植物油を酸化させて風味を劣化させてしまう、酸素との戦いの
歴史でもありました。

創業以来、「良い商品は良い原料からしか生まれない」という考えのもと、安全な商品を
安心してお召し上がりいただくための取り組みを続けてきました。

おいしさへの
こだわり

安全・安心への
こだわり

日本で初めて
マヨネーズを製造・販売

「安心は原料から」
戦時中にマヨネーズの

製造を中止

生産工場での
事故を未然に防ぐための
仕組みをITを利用して構築

“FSSC22000”※を
キユーピーグループ
全ての工場で
取得予定

原料の産地に出向き
定期的な品質監査を実施

真空ミキサーを
使用

多層構造の容器に
変更

アルミシールの
採用 窒素置換の導入 おいしさ

ロングラン製法の開発

米国から輸入した
真空ミキサーを、
マヨネーズの製造
に使用しました。

日本初のマヨネーズを
製造・販売しました。

酸素を通しにくい
樹 脂 層 を は さ み
込んだ多層構造の
容器により、酸素の
透過を防止します。

ボ ト ル の 口 部 に
ア ル ミ シ ー ル を
取りつけ、酸素の
進入を遮断します。

ボ ト ル の 口 部 に
わずかに残る空気
を窒素に置き換え
ます。

植 物 油 中 の 酸 素 を
取り除き、マヨネーズ
のおいしさを長く持続
する新技術「おいしさ
ロングラン製法」を
開 発しました。賞味
期間を7カ月から10カ月
へ延長しました。

第 二 次 世 界 大 戦 の た め に 原 料
入手が困難になると、「良い原料
が な け れ ば マ ヨ ネ ー ズ を 作 る
べきではない」と製造を中止。
その後、製造を再開したのは終戦
から3年後の1948年でした。

このシステムは、
食品の製造だけで
はなく、医療の分野
でも、トラブルを
未 然 に 防 止 す る
システムとして応用
されています。

※ “FSSC22000”とは、オランダ
食品安全認証財団が開発した
食品安全の国際規格です。

品質監査の評価内容
①品質管理の状態はどうか
②衛生管理の状態はどうか
③食品法令を厳守しているか
④ キユーピーグループの品質

の考え方をご理解いただけ
ているか

トピックス

二次元コードによる
原料の確認

1925年 1988年1972年

1943年

1998年 2002年

2015年2002年

賞味
期間 10カ月7カ月
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キユーピー マヨネーズ 今後の展開

現在、中国や東南アジア、米国などでマヨネーズを製造・販売しています。経済成長や
食の洋風化の流れをとらえ、各国のニーズに合わせた展開で、世界各国の市場を拡大
させていきます。

キユーピー マヨネーズ発売90周年を記念して、
各種キャンペーンやイベントを行っています。

各国で人気のキユーピー マヨネーズ（家庭用）
当社のマヨネーズ
売上高推移（海外含む）

対象商品を購入すると、限定
LINEスタンプ（全８種類）がもら
えるキャンペーンを実施します。

対象商品
キユーピ ー マヨネ ーズ（450g、
350g）やマヨネーズを使用した
サラダ商品の一部
※対象商品が無くなり次第終了となります。

ダウンロード期間
2015年8月17日(月)から
11月8日(日)まで

ダウンロード方法
1.   スマートフォンから対象商品

に貼付のQRコードを読み込み
キャンペーンサイトにアクセス

2.   ダウンロードを開始

全国地元食材マヨネーズ料理グランプリは、
47都道府県選りすぐりの地元食材とマヨネーズ
でつくる料理の祭典です。誰もが知っている
マヨネーズと地元食材を組み合わせ、料理家の方
に地元ならではのメニューを考案していただく
ことで、地域の活性化に貢献していきます。
各地区の予選を勝ち抜いた16メニューに 
よる全国大会が、2015年9月26日(土)六本木
ヒルズアリーナで開催される予定です。参加
いただいた皆様からの投票によって、マヨ１
グランプリが決定
されますので、多く
の 皆 様 の ご参加を
お待ちしています！

限定LINEスタンプ プレゼントキャンペーン 全国地元食材マヨネーズ料理グランプリ
(マヨ1グランプリ)に協賛

世界に広がる
キユーピー マヨネーズ

トピックス

マレーシアマレーシア

インドネシアインドネシア

ベトナムベトナム

日本日本
中国中国

タイタイ

米国米国

日本のキユーピー マヨネーズの味に近いタイプ
現地のし好に合わせた商品

現地で製造・販売しているマヨネーズ 日本から輸出している
マヨネーズ

400

500

600

700

590 605
634

671
（計画）

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度

（億円）

福岡県
博多ネギのマヨ肉巻き

全国大会選出メニュー例

詳細については、随時公式サイトにて更新中です！

※イメージ
マヨ1グランプリ公式サイト
 マヨ1グランプリ 検 索 www.mayo1.jp
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いつもの料理にキユーピー マヨネーズを加えるだけで、食感や食味がアップして、さらにおいしくなります。
さまざまな食シーンで使える、万能調味料ならではの簡単便利な裏ワザをぜひお試しください。

マヨネーズのさまざまな使い方をご紹介しています。
http://www.kewpie.co.jp/mayokitchen

キユーピー マヨネーズ ７つの裏ワザ

ジューシーハンバーグ
揚げずにえびフライ

パラッと玉子チャーハン
ふわふわホットケーキ

お肉やわらかから揚げ

「キユーピー マヨネーズ ７つの裏ワザ」の詳細はこちら

　商品・レシピのご紹介

冷めてもやわらかいまま！

ご飯がパラパラに！

ふんわりジューシーに！

ふんわりサクッと！

揚げ油が不要！

ふんわりやわらかに！

カラッと揚がる！

ふわふわ厚焼き玉子
サクサク天ぷら

裏ワザ 1

裏ワザ 5

裏ワザ 2

裏ワザ 6

裏ワザ 3

裏ワザ 7

裏ワザ 4卵にマヨネーズを
加えるだけで

油の代わりに
マヨネーズで炒めるだけで

ひき肉にマヨネーズを
加えるだけで

生地にマヨネーズを
加えるだけで

卵の代わりに
マヨネーズを使った衣で

肉にマヨネーズを
もみ込むだけで

衣に入れる卵を
マヨネーズに替えるだけで

キユーピー マヨネーズキッチン 検 索
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〈作り方〉
１． トマトはくし形切りにし、さらに長さを

半分に切る。
２． 卵を溶き、マヨネーズ大さじ１/２、

塩・黒こしょうを加えて混ぜる。
３． フライパンにマヨネーズ大さじ2を

入れて火にかけ、②を加えてさっと
炒め、①も加えて炒め合わせ、塩で
味をととのえる。 

〈作り方〉
１． サニー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。
２． ラディッシュは葉を切り落とし、

薄い輪切りにする。
３． 貝割大根は根元を切り落とし、長さ

を半分に切る。
４． 器に①～③、ゆでえびを盛りつけ、

ノンオイルごまをかける。

キユーピー ノンオイル
『銀キャップ』シリーズ

のご紹介

健康志向の高まりとともに、ますます注目を
集めるノンオイルシリーズに、“ノンオイルなのに、
満足感のあるしっかりとしたコクとうま味”を
追求したノンオイル『銀キャップ』シリーズが新た
に加わります。

深く煎った
すりたてごまの
香りをいかし、
奥深い味わいに
仕上げました。

4種のチーズの
風味をいかし、
コクのある
味わいに仕上げ
ました。

すりおろした
玉ねぎの風味に
白ワインビネガー
を加え、味わい
豊かに仕上げ
ました。

マヨネーズで！トマトとふわふわたまごの炒め物

えびとサニーレタスのサラダ

材料（2人分）　

トマト 2個
卵 2個
塩 少々
黒こしょう 少々
キユーピー マヨネーズ 大さじ2、1/2

材料（2人分）　

サニーレタス ３枚
ラディッシュ ２個
貝割大根 １/４パック
ゆでえび ６尾
キユーピー ノンオイルごま 適量

１人分 約237kcal

１人分 約57kcal

調理時間
10分

調理時間
10分

8月17日新発売

ノンオイルごま ノンオイル4種のチーズ ノンオイルフレンチたまねぎ

12kcal
15g当たり

12kcal
15g当たり

6kcal
15g当たり

マヨネーズの

裏ワザレシピ！
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※このページに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います。

調味料事業やサラダ・惣菜事業、物流システム事業などの
好調により、増収となりました。

タマゴ商品の価格改定や物流システム事業のコスト
改善、海外展開の伸張などにより、増益となりました。

アヲハタ株式会社の連結子会社化による特別利益など
により、増益となりました。

（億円）
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0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

0

100

200

300

0

50

100

150

2012年度 2013年度 2014年度
2012年度 2013年度 2014年度 2012年度 2013年度 2014年度

上期 年間 上期 年間 上期 年間

234 224
243

5,730

5,050 5,305 5,534

2,7302,4842,484 2,5952,595

（計画）

2,829

260
（計画）

134117117 115115 111111

123123 126126
134134

7272 6464 6262

158
（計画）

98

（億円）

2015年度
2015年度 2015年度

（億円） （億円）

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

0

100

200

300

0

50

100

150

2012年度 2013年度 2014年度
2012年度 2013年度 2014年度 2012年度 2013年度 2014年度

上期 年間 上期 年間 上期 年間

234 224
243

5,730

5,050 5,305 5,534

2,7302,4842,484 2,5952,595

（計画）

2,829

260
（計画）

134117117 115115 111111

123123 126126
134134

7272 6464 6262

158
（計画）

98

（億円）

2015年度
2015年度 2015年度

（億円） （億円）

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

0

100

200

300

0

50

100

150

2012年度 2013年度 2014年度
2012年度 2013年度 2014年度 2012年度 2013年度 2014年度

上期 年間 上期 年間 上期 年間

234 224
243

5,730

5,050 5,305 5,534

2,7302,4842,484 2,5952,595

（計画）

2,829

260
（計画）

134117117 115115 111111

123123 126126
134134

7272 6464 6262

158
（計画）

98

調味料 27.3％

タマゴ 18.0％

サラダ・惣菜 18.6％

加工食品 10.9％

ファインケミカル 1.9％

物流システム 22.3％

共通 1.0％

2015年度
上期

事業別売上高構成比

売 上 高

営 業 利 益 純 利 益

　経営状況
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株主総会の様子や、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/

キユーピー マヨネーズ発売90周年展示の様子

※ マヨテラスは、マヨネーズにまつわるさまざまな情報
やトピックスを体感しながら学べる見学施設です。

キユーピー ホームページ 企業・ＩＲ・採用 ＩＲ・財務情報 プレゼンテーション（動画） 第102回 定時株主総会

第102回定時株主総会を開催しました

アンケートへのご協力のお願い

『2015年度春期 株主様ご優待見学会』を開催しました

2015年2月26日（木）、第102回定時株主総会を東京国際フォーラムで開催し、過去
最高となる4,606名の株主様にご出席いただきました。
会場では、キユーピー マヨネーズ発売90周年を記念した展示を行い、おいしさや
安全・安心への取り組みについてご紹介し、多くの株主様にご覧いただきました。
また、質疑応答では、株主総会にご出席できない株主様から事前にいただいたご質問
にお答えするとともに、当日出席された9名の株主様より18件のご質問をいただ
きました。

2015年５月23日（土）『2015年度春期 株主様ご優待見学会』を仙川キユーポート
（東京都調布市）にて開催し、34名の株主様および同伴者様にご参加いただき
ました。
本社オフィスや研究開発施設のある仙川キユーポートの館内やマヨテラス※

を見学後、カフェテラスにてキユーピーグループの商品を使用したメニュー
をお召し上がりいただき、当社役員との会話をお楽しみいただきました。
株主様ご優待見学会は、より多くの株主様に当社へのご理解を深めていただく
機会として、今後も継続して実施いたします。 

当社は、株主の皆様からのご意見をいただき、今後の経営やＩＲ活動に反映させていきたいと考えています。
たいへんお手数ではございますが、同封のアンケートはがきにご回答のうえ、2015年9月4日（金）までに 
ご投函くださいますようお願いいたします。

　株主様とのコミュニケーション

参加された
株主様の声

マヨネーズに使用している卵黄以外の卵の
使い道を知り、無駄がないことがわかった。

清潔感があり、衛生管理がされた研究施設
の状況を自分の目で確認ができた。
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『2015年度秋期 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、キユーピーの企業理念や事業内容について、
一層ご理解を深めていただくために、株主様向けの工場見学会および当社
役員との懇談会を開催いたします。

※ご注意事項
・  各工場はバリアフリー対応ではございません。
・  天候などの事情により、見学会の延長・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、株主総会での

映 像、キユーピー便り、社内報などに掲載・使用させて
いただく場合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 2015年５月31日現在、当社株式を1,000株以上保有の株主様

 開催場所 （Aコース）キユーピー 伊丹工場
兵庫県伊丹市南町４-７-１

（Bコース）キユーピー 五霞工場
茨城県猿島郡五霞町小手指1800

 開催日時 2015年10月31日（土）
10:00〜13:00

2015年11月14日（土）
10:00〜13:00

 集合場所 ・阪急伊丹線 稲野駅
・JR福知山線（宝塚線） 猪名寺駅

・東武日光線・JR東北本線（宇都宮線） 栗橋駅
・東武日光線 南栗橋駅

 内容 キユーピーグループの概要説明、工場見学、試食懇談会

 募集人数 各コース35名様(小学生以上の同伴者様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)

郵便はがきに必要事項を漏れなくご記入のうえ、
ご投函ください。

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。

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）

①参加希望コース
②  氏名（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桁の数字

④  郵便番号・住所
⑤  日中に連絡可能な 

電話番号（携帯電話など）
⑥  同伴者様の氏名 
（ふりがな）・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52円
切手

郵送

締切日　2015年８月19日（水）必着

株主様ご優待見学会専用サイトに
アクセスし、ご応募ください。

パソコン モバイル

http://www.kewpie.co.jp/kabu/
URL QRコード

　株主様へのインフォメーション
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株式に関するお手続き

①証券会社などの口座に記録された株式 ②特別口座に記録された株式
お手続き、ご照会の内容
●郵送物の発送と返戻に関するご照会
●支払期間経過後の配当金に関するご照会
●株式事務に関する一般的なお問い合わせ

●特別口座から一般口座への振替請求
●単元未満株式の買取請求
●住所・氏名などのご変更
●特別口座の残高照会
●配当金の受領方法の設定

●郵送物の発送と返戻に関するご照会
●支払期間経過後の配当金に関するご照会
●株式事務に関する一般的なお問い合わせ

お問い合わせ先

株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関 株主名簿管理人

三井住友信託銀行株式会社　証券代行部　   0120-782-031

●金融機関 28.4%
●証券会社 1.4%
●その他国内の法人 36.1%
●外国法人等 12.6%
●自己名義株式 0.8%
●個人その他 20.7%

株主メモ 株式の状況（2015年5月31日現在）

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・株主優待品　
毎年11月30日
中間配当金・株主優待品　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いたします。
2809（東証第１部）
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。

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

株価および売買高の月ごとの推移

500,000,000株
153,000,000株

100株
101,251名

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

株 主 名 簿 管 理 人
お よ び 特 別 口 座
の 口 座 管 理 機 関

4,000
3,000
2,000
1,000

30,000
20,000
10,000

0

当社株価（円）
22,000
18,000
14,000
10,000

2014/6 2015/18 9 10 11 127 2 3 4 5 6

日経平均株価（円）

日経平均（月末終値）

売買高（千株）

（郵便物送付先）

所有者別株式分布

※ 上記以外のお手続き、ご照会などはお預け
の証券会社などにお問い合わせください。



● 権利確定日：11月30日
● 贈 呈 時 期：翌年３月上旬
● 贈呈対象（2016年３月贈呈分より）

● 1株当たりの配当金

〒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/
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2012年度 2013年度 2014年度
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23.0

11.5

9.5

10.5

9.5 11.0

11.0

11.0 11.5

11.5

11.5

３円増配※

2015年度

26.0（予定）
13.5
（予定）

12.5

13.5
（予定）

12.5

（円） 中間　　   期末

※2015年度の期末配当金には、マヨネーズ発売90周年記念配当１円が含まれます。

当社商品の詰め合わせ
1,000円相当

100～999株保有の株主様

当社商品の詰め合わせ
3,000円相当

1,000株以上保有の株主様

　株主様へのインフォメーション

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 11月30日 ○（５）※ ○（７） ○（９）  ○（11）

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

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

○：優待贈呈あり  ×：優待贈呈なし  （　）内の数値：株主名簿に継続して記載された回数

優待品　贈呈時期
株主名簿初回記載日

下記に該当する場合は、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、
お預けの証券会社にお問い合わせください。
１. 株式の名義人が変更となった場合
 ・相続
 ・証券会社の貸株サービスを利用した場合
２. 保有株式のすべてを売却し、買い戻した場合
 ・お預けの証券会社を変更した場合
 ・保有株式を一般口座からNISA口座に切り替えた場合

11月30日現在の株主名簿に、当社株式を３年（５月31日
および11月30日現在の株主名簿に７回）以上、継続して同一
株主番号で記載された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（5月31日および

11月30日現在の株主名簿に5回）以上、継続して同一株主番号で
記載された1単元（100株）以上保有の株主様も贈呈対象となり
ます。

株主優待品

配当金

2015年度 1株当たりの配当金

中間12.5円＋期末13.5円（予定）26円（予定）

婚姻や転居に伴い、株主名簿に記載の内容を変更したため株主番号が
変更されてしまった場合に限り、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。
なお、株主名簿に記載の内容の変更は、お預けの証券会社にてお手続き
ください。

株主優待品に関するお問い合わせ先
三井住友信託銀行　証券代行部

 0120-782-031　受付時間9：00〜17：00（土、日、祝日を除く）

● 贈呈内容


