株主の皆様へ
平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

2018年度上期（2017年12月1日から2018年5月31日まで）は、

カット野菜や惣菜、
こだわりの卵を使用した付加価値の高い商品が好調
に推移し、増収増益となりました。

今年で発売60周年となるドレッシングについては、新商品の発売や

販売促進活動を強化しています。２月には、主力の深煎りごまドレッシ

ングに「ピリ辛テイスト」
という新しい商品を加え、
シリーズの強化を進
めています。また、サラダの世界を広げていくために、
“ ベジボウル”と
いう新しいサラダメニューの提案を進め、サラダの需要を拡大して
いきます。

来年、創立100周年を迎えるにあたり、グループ経営をさらに進化

させていきたいと考えています。そのためには、当社グループの理念

を大切にした経営を実践していくとともに、
「食の名脇役から主役へ」
の実現に向けて、社内外での連携を強化していきます。当社グループの
起源でもあるマヨネーズやドレッシングは、
「食の名脇役」としてこれ

まで食卓に彩りを添えてきましたが、国内や海外において食生活の変
化が進む中、タマゴ加工品や惣菜、カット野菜を通じて
「食の主役」とし
ても貢献していきたいと考えています。

そして、次の100年に向けて持続的に成長していくために、CSR活動

代表取締役 社長執行役員
ちょう なん

おさむ

を推進していきます。

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。
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経営状況
業績ハイライト 2018年度第2四半期累計（2017年12月1日から2018年5月31日まで）
売上高

営業利益

2,850億円

（前年同期比103％

+78億円）

〈主な要因〉

❖海外でのドレッシングの拡大
❖中食市場向けのカット野菜や惣菜の増加
❖物 流システム事業における既存顧客からの
受託エリアの拡大

2,850億円
（

● タマゴ

（前年同期比108％

❖国内タマゴ事業での付加価値品の伸張
❖北米タマゴ事業の復調
（米国の乾燥卵相場の上昇影響など）
❖サ
 ラダ・惣菜事業での
新たな販路への展開やコスト改善

事業別
営業利益

160億円

（

● 加工食品

● ファインケミカル

親会社株主に帰属する四半期純利益

91億円

（前年同期比113％

〈主な要因〉

71億円（ 97％）
31億円（151％）
20億円（119％）
5億円（182％）
3億円（196％）
26億円（ 91％）
4億円（ 94％）

）内は前年同期比

● サラダ・惣菜

+10億円）

❖前年同期に発生した特別損失の反動

+12億円）

〈主な要因〉

761億円（103％）
496億円（ 99％）
612億円（108％）
234億円（101％）
48億円（ 94％）
670億円（104％）
29億円（ 74％）

事業別
売上高

● 調味料

160億円

）内は前年同期比

● 物流システム

● 共通

1株当たりの配当金
（円）
40

中間

30

29.0

20

16.5

10
0

期末

34.5
19.5

36.5
18.5

38円（予定）
19.0

（予定）

12.5

15.0

18.0

19.0

2015年度

2016年度

2017年度

2018年度

※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。
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トピックス（ドレッシング発売60周年）

「キユーピー ドレッシング」発売60周年
1958 年のドレッシング発売当時、
日本人にはなじみの薄かったサラダは、
健康意識の高まりを受けて食卓に浸透し、
それに伴いドレッシング市場も
成長を続けてきました。
今後もトレンドをとらえながら、サラダの楽しみ方を
広げる商品開発やメニュー提案を進めていきます。

キユーピー ドレッシングの歩み
1958年

1978年

フレンチドレッシング
（赤）発売
日本初のドレッシングを
製造・販売

1984年

1993年

和風ドレッシング・
中華ドレッシング発売

ジャネフノンオイル
発売

テイスティドレッシング
発売

日本の食文化に合う
しょうゆベース

日本初のノンオイルタイプ

味と原料にこだわった
ワンランク上のシリーズ

※

※

2000年

2017年

深煎りごまドレッシング
発売

緑キャップシリーズ
発売

焙煎したごまの香りと
クリーミーな味わい

果実酢と果汁の爽やかな
味わい

※

現在
サラダの楽しみ方を広げる
商品を展開

キユーピー サラダソルト

※
※発売したときの商品画像です。
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※

岩塩にハーブやかんきつの果皮を
組み合わせたサラダ用調味料

キユーピー
マンゴー
ドレッシング

キユーピー
深煎りごま
ドレッシング
ピリ辛テイスト

お客様のさらなる使いやすさの向上をめざします
8月上旬
発売※１

容量・容器の見直し

プラスチックボトル
（180ml）発売
容量

※2
150mlから180mlへ変更します。

ボトル

ガラス瓶からプラスチックボトルに
なり、軽くなります。

キャップ
※1
※2

左回しで一度にキャップと中栓を
開けられるようにしました。

ノンオイルシリーズは8月下旬からの発売となります。
260mlは終売になります。

新たなサラダスタイル
“ベジボウル”

NEW

スティックタイプ
（8ml×6）新登場

（8ml×6）
対象
商品

深煎りごまドレッシング
シーザーサラダドレッシング
● すりおろしオニオンドレッシング
●
●

調理時間

材料（1人分）

約508kcal（1人分）

10分

トマト………………………………………… 1/2個
きゅうり……………………………………… 1/2本
ロメインレタス………………………………… 2枚
紫玉ねぎ……………………………………… 1/6個
ツナ（缶詰）………………………………… …1缶
（70g）
ごはん…………………………………………… 60g
キユーピー 深煎りごまドレッシング… ……… 適量
サラダクラブ １０種ミックス
（豆と穀物）……… 1袋

ベジボウルとは？
ごはんの一部を豆・雑穀や
野菜に置き換え、
たんぱく
質
（魚・肉・卵など）や野菜
と一緒にボウル
（丼）に盛
りつけたメニューです。

作り方

ポイント
しっかりとした味のドレッ
シングがおすすめです。

8月下旬
発売

お弁当に便利な
ドレッシングを発売

ツナとロメインレタスの
ベジボウル
（キユーピー 深煎りごま
ドレッシング使用）

① トマトときゅうりは1cmの角切りにする。

ロメインレタスは冷水にさらして水気をきり、
1cm幅に切る。紫玉ねぎは薄切りにし、
水にさらして水気をきる。
混ぜる。
② ボウルにごはんと10種ミックスを入れ、

汁気をきったツナを盛りつけ、
③ 器に

①、
②、
ドレッシングをかける。
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トピックス（商品・レシピの紹介）

8月下旬
発売

キユーピー あえるパスタソース
あえるだけで手軽にできる、
ソース仕立ての本格的な味わいです。

材料（１人分）

NEW

◦濃厚な完熟トマトの甘みとうま味
が楽しめます。
◦ト マトビネガーが酸味と香りを
引き出します。
◦複 数のスパイスが、「素材のおい
しさ」を引き立てます。

ミートソース
完熟トマト仕立て

8月下旬
発売

キユーピー3分クッキング

フライパン１つで！

ソースがパスタにしみ込んだ、
一体感の
あるおいしさをお楽しみいただけます。

NEW

トマトパスタの素

クリームパスタの素

和風パスタの素

パスタとソースを一緒に煮込んでも、
パスタのコシがしっかり残る独自の商品設計です。
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タコライス風

調理時間

約519kcal（1人分）

5分

ごはん……………………………………………… １杯
レタス……………………………………………… １枚
ピザ用チーズ……………………………………… 適量
キユーピー あえるパスタソース
ミートソース 完熟トマト仕立て… ……… １袋（80g）
作り方

① レタスは5mm幅のせん切りにし、

冷水にさらして水気をきる。
② 器にごはんを盛り、①、パスタ
ソース、ピザ用チーズの順にの
せる。

フライパン１つで！
なすと合いびき肉の
トマトパスタ

調理時間

作り方

20分

 す は 縦 半 分 に 切
①な
り、 斜 め 薄 切 り に
す る。 ほ う れ ん 草
材料（2人分）約412kcal（1人分）
は長さ5cmに切る。
スパゲッティ（乾燥）… ……… 100g ② フ ラ イ パ ン に 水、
なす … …………………………２本
ソース、①、合いび
き肉、半分に折った
ほうれん草 … …………… １/２束
スパゲッティを入れ
合いびき肉 … ……………… 150g
て 火 に か け、 麺 が
水… ……………………… 500ml
くっつかないように
キユーピー３分クッキング
時々かき混ぜ、合い
フライパン１つで！
びき肉は軽くほぐし
トマトパスタの素 ……… １袋（30g）
ておく。
③ ② が 沸 騰 し て か ら、
弱火～中火で具材
に火が通り水分が
な く な る ま で、 約
１０分間煮込む。

8月
順次切替

キユーピー マヨネーズ
350gサ イ ズ の キ ャ ッ プ
が、
「 か け て 」楽 し い・
「見
て」楽しい三つ穴になり
ます。オープンサンドや
お好み焼きなどにご利用
いただき、華やかな見た
目をお楽しみください。

オープンサンド

裏ワザレシピ
作り方
調理時間

20分

マヨネーズで！
ジューシーハンバーグ

材料（２人分）約330kcal（1人分）
玉ねぎ……………………１/４個
卵…………………………１/２個
牛乳…………………… 大さじ１
パン粉………………… 大さじ３
クレソン ………………… 適量
赤パプリカ………………… 適量
黄パプリカ ……………… 適量
サラダ油 ………………… 適量
キユーピー
マヨネーズ…… 大さじ１/２
合いびき肉 ………… 150g
A
塩…………………………少々
こしょう…………………少々
ナツメグ…………………少々
トマトケチャップ… …大さじ３
B
ウスターソース … 大さじ１

① 玉
 ねぎはみじん切りにし、
油をひいて熱したフライ
パンで炒め、冷ましておく。
② パ ン粉は牛乳にひたす。
卵は溶いておく。
③ ボウルに A 、①、②を入れ、
粘りが出るまでよく混ぜ
る。半分に分けて空気を
抜きながら小判型にとと
のえ、中央にくぼみを作る。
④ フ ライパンに油をひいて
熱し、強火で③の表面に
焼き色をつける。裏返し
て弱火にし、ふたをして
約６分間蒸し焼きにし、
中まで火が通ったら器に
盛りつける。
⑤ フ ライパンに残った肉汁
に、 B を入れてひと煮立
ちさせ、ソースを作り、
④にかける。
⑥ ④ の器に食べやすい長さ
に切ったクレソンと、薄
切りにした赤・黄パプリ
カを添える。

マヨネーズで！ なめらかプリン
材料（４個分）約176kcal（1人分）
牛乳……………… １カップ
卵…………… 2個（Mサイズ）
砂糖(上白糖)………………80g
水…………………… 大さじ1
湯…………………… 大さじ1
キユーピー マヨネーズ…… 大さじ1

調理時間

15分

（焼く時間は除く）

作り方

① 厚めの鍋に、砂糖20gと水

を入れて熱し、カラメル色
になるまで煮詰めたら火を
止め、湯を加えてのばし、カラメルを作る。
② ボウルに卵を割り、マヨネーズを加え、
よ く 混 ぜ る。 牛 乳、 残 り の 砂 糖 の 順 に
加えて、さらによく混ぜる。
③ プリン型４個に①を入れ、②を流し込み、
アルミホイルでふたをする。天板に並べ
て型が半分つかるくらい熱湯(分量外)を
はり、160℃に予熱しておいたオーブン
で約35分間焼く。
④ ③の粗熱がとれたら、冷蔵庫に入れ、冷
やす。

掲載しているメニューの詳細は、
当社ウェブサイトをご覧ください。

キユーピー とっておきレシピ

検索
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トピックス（CSRに関する取り組み）
「CSRの重点課題」を設定しました

ＣＳＲの重点課題

キユーピーグループの強みやユニークさに、
社会課題の解決に向けた国
※
キユーピーグループが与える社会へ
際的な目標であるSDGs を結びつけ、
の影響度とステークホルダーからの期待度を考慮して、
「CSRの重点課題」
を設定しました。
次の世代も社会とともに成長するため、
ステークホルダー
の皆様とより良い関係を築きながら、
この重点課題に取り組んでいきます。
※Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標

取り組みの詳細は、当社ウェブサイトをご覧ください。

・健康寿命延伸への貢献
・子どもの心と体の健康支援
・資源の有効活用と持続可能な
調達
・CO2排出削減（気候変動への
対応）
・ダイバーシティの推進

キユーピー 社会・環境報告書2018

検索

「一般財団法人 キユーピーみらいたまご財団」
の助成事例をご紹介します
2018年度の助成事業の募集では、79団体から応募があり、厳正な選考の結果、26団体への助成を
決定しました。助成先での活用事例は次の通りです。
食育活動への支援

地域に根ざした食育活動

食を通した居場所づくり支援

子ども食堂の厨房備品の整備

農業体験やセミナー

大型冷蔵庫を購入

食の循環の大切さを
伝えています

大量の食材の保管が
できるようになりました

※キユーピーみらいたまご財団は、食にまつわるさまざまな課題を解決するために、食育の推進などの社会貢献活動を助成しています。

「プラチナくるみん」の認定を受けました
2018年５月に厚生労働省より
「プラチナくるみん」の認定を受けま
した。
「 子育てサポート企業」として認定(くるみん認定)された企業の
うち、より高い水準の取り組みを行っている企業が受けられるもので、
当社のくるみん認定は６期連続となります。
育児休業する女性が、復帰後のキャリアを描くための研修を行い、職
場復帰をサポートしています。また、
「働き方改革チャレンジ活動」を行
い、
生産性向上と時間外労働削減に取り組んでいます。
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キャリア研修の様子

株主様とのコミュニケーション
第105回定時株主総会を
開催しました

2018年度春期 株主様ご優待見学会
を開催しました

2018年2月27日
（火）
、横浜アリーナにて第105
回定時株主総会を開催し、
2,467名の株主様にご出
席いただきました。ロビーにて、
「 キユーピー マヨ
ネーズのおいしさのひみつ」や
「キユーピー ドレッ
シングの世界」
の映像をご覧いただきました。

2018年5月19日（土）、キユーピー神戸工場にて
株主様ご優待見学会を開催しました。見学施設を
ご覧いただいた後、当社グループの商品を使用した
メニューとともに、役員との会話をお楽しみいただ
きました。

事 前および 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。

秋 期 も 開 催しま す。
ご 案 内は、裏 表 紙 を
ご覧ください。

キユーピー 第105回株主総会

検索

アンケートへのご協力ありがとうございました
昨年度のキユーピー便りのアンケートでは、
たくさんのご意見をいただき、ありがとうございました。
引き続き、
株主の皆様からのご意見・ご要望を、
今後の取り組みに活かしていきたいと考えています。

いただいたご要望の一例
経営状況をもっと
分かりやすく載せてほしい

商品・レシピを
もっと知りたい

キユーピーみらいたまご財団の
活動内容を知りたい

業績について
主な要因を掲載しました

現在おすすめしている
商品・レシピを掲載しました

助成先での活用事例を
掲載しました

アンケートへの
ご協力のお願い

同封のアンケートはがきにご記入いただき、
2018年9月3日
（月）
までに
ご投函くださいますようお願いいたします。
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株主様へのお知らせ
株主優待品

ご注意 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。

贈呈対象
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
3年以上継続保有の株主様
3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7回以上、同一株主番号で
記載されていること
優待品 贈呈時期

2019年
３月上旬

2020年
３月上旬

11月30日

○（７）

○（９）

株主名簿初回記載日

2015年
2016年

2017年

2021年
３月上旬

2022年
３月上旬

○（11）

○（13）

５月31日

×（６）

○（８）

○（10）

○（12）

11月30日

×（５）

○（７）

○（ ９ ）

○（11）

５月31日

×（４）

×（６）

○（ ８ ）

○（10）

11月30日

×（３）

×（５）

○（ ７ ）

○（ ９ ）

５月31日

×（２）

×（４）

×（ ６ ）

○（ ８ ）

2018年

○：優待品贈呈あり ×：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

権利確定日
11月30日
贈呈回数、贈呈時期

贈呈内容

（※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。

◆ 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

お問い合わせ先

当社グループ商品の詰め合わせ
・100～499株 1,000円相当
・500～999株 2,000円相当
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◆ 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

（※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。

年1回、3月上旬ごろ

・1,000株以上

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。

3,000円相当

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

0120-782-031

※写真は2018年３月贈呈分の株主優待品
（1,000円相当）です。

【受付時間】9：00〜17：00（土・日・祝日を除く）

株主メモ
●事

業

年

度

●株主確定基準日

株式の状況（2018年5月31日現在）
毎年12月１日から翌年11月30日まで

● 発行可能株式総数

500,000,000株

定時株主総会
期末配当金
株主優待品
中間配当金

●発 行 済 株 式 総 数

150,000,000株

●単 元 株 式 数

100株

毎年11月30日
毎年11月30日
毎年11月30日
毎年 ５ 月31日

●株

主

数

●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

個人その他
34,080千株 22.72%
（114,171名）

●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

自己名義株式
2,956千株 1.97%
（1名）

0120-782-031

(電 話 照 会 先)
●公

告

方

法

●証 券 コ ー ド

電子公告
(https://www.kewpie.co.jp/company/)
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。
2809（東京証券取引所第１部）

115,032名
金融機関
46,737千株 31.16%
（94名）

所有者別
株式分布

外国法人等
17,011千株 11.34%
（319名）

証券会社
911千株 0.61%
（51名）
その他国内の法人
48,303千株 32.20%
（396名）

※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。

株式に関するお手続きについて
お手続き

お問い合わせ先
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・振込先の変更
●マイナンバーに関するお届出・お問い合わせ

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

●その他お手続きに関する事項
●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
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株主様へのお知らせ
『2018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当社グループの理念や事業内容について、
より
一層ご理解を深めていただくために、今年度も株主様向けの工場施設見学
会を開催します。
対象者
開催場所

2018年5月31日現在、当社株式を500株以上保有の株主様
（A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

（Bコース）
マヨテラス
東京都調布市仙川町2-5-7
仙川キユーポート

開催日時

2018年10月20日（土）
10:00～13:00

2018年11月３日（土）
10:00～13:00

集合場所

・JR 栗橋駅
・東武日光線 南栗橋駅

仙川キユーポート
（最寄駅 京王線 仙川駅）

内容

・当社グループの概要説明 ・施設見学 ・試食懇談会

募集人数

各回35名(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)

応募方法
郵送

※ご注意事項

・	車いすでのご来場については事前にお知らせください。
・	天 候などの事情により、見学会の中止、または見学内容の
変更が生じる場合がございます。
・	当 社が撮影した写真・動画はウェブサイト、株主総会での
映像、キユーピー便り、社内報、外部記事などに掲載・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。

同伴者様1名を含めた2名までご応募いただけます。

（同伴者様のみのご応募はできません）

郵便はがきに必要事項を漏れなくご記入の
うえ、
ご郵送ください。

必要事項
①参加希望コース

62円
切手

1 9 4 0 2 9 1

②氏名
（ふりがな）
・年齢
 主番号
③株

※同封の配当金
計算書に記載の９桁の数字

④郵便番号・住所
⑤電話番号

⑥携帯電話番号（お持ちの方）

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

⑦同伴者様の
氏名
（ふりがな）
・年齢

パソコン

モバイル

株主様ご優待見学会専用サイトより
ご応募ください。

URL

https://www.kewpie.co.jp/kabu/
※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月中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
お問い合わせ先

2018年８月24日（金）必着
株主様ご優待見学会専用ダイヤル

  0120-332-348（土・日・祝日を除く）

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

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.co.jp/

QRコード

受付時間９:00～17:00

