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　株主の皆様には、平素より格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げ
ます。ここに当社第85期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）
の営業報告、財務報告等をお届けいたします。

当期は、政府による景気回復策や日銀の大規模な金融緩和などを背景
に緩やかな回復基調となりました。食品業界においては、円安などによ

り原料やエネルギーコストの上昇が続き、これらを販売価格に転嫁するなど、
販売環境に変化が見られ始めました。そのような中、当社グループでは、コー
ポレートメッセージである「人と自然を、おいしくつなぐ」をテーマに企業活動
に取り組みました。特に収益の改善を最優先課題とし、生産・販売一体となっ
て、原料価格の高騰している「ツナ」製品等の値上げ、製造コスト・販売費の
圧縮、一般管理費の削減等に努めました。販売面では、「野菜をおいしくシー
チキン」キャンペーン等を展開し、消費者の需要創造に努めました。10月に発
生した「シーチキンマイルド」シリーズの自主回収の影響はありましたが、年度
末にかけて消費税増税前の駆け込み需要もあり、売上高は前期比0.3％減の
731億85百万円となりました。営業利益は3億64百万円（前期は17億30百万
円の損失）、経常利益は9億81百万円（前期は10億87百万円の損失）、当期純
利益は投資有価証券の売却等により、25億82百万円（前期は26億1百万円の
損失）となりました。

当期の連結業績についてお聞かせください。Q
A
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To Our Shareholders Top Interview株主の皆様へ トップインタビュー

連結決算ハイライト

代表取締役会長　後藤 康雄 代表取締役社長　溝口 康博

Consolidated Financial Highlights
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当期において、「人に優しい製品づくり」を
テーマに、新容器・新素材を含め、スピー

ド感ある製品開発に努めました。主な新製品とし
て、1人前にぴったりな容量の「はごろも＆キング
オスカー オイルサーディン」2品を発売したほか、

「天然水でつくったシャキッと！コーン純」、「和風
シーチキンほんのりしょうゆ味」を発売しました。

「パスタ＆ソース」からは、メニューに特化した新
製品「ポポロスパ12.5」や「ナポリタンによく合う
ポポロスパ」を発売し、販売促進を図りました。
また、まぐろをじっくり燻し、乾燥させた当社独自
の「焙乾まぐろ」を使用した「おだしパック」や、
混ぜるだけで色ごはんを簡単に作ることができる

「デコふり」2品を発売するなど、お客様のニーズ
を的確に把握した製品の開発に取り組みました。

新製品の発売状況について
お聞かせください。Q 次期の見通しについて

どのようにお考えですか。Q
A A 次期につきましては、景気は緩やかな回復

傾向にあるものの、4月に実施された消費
税増税を受け、個人消費は先行き不透明な状況と
なっています。このような環境の下、当社グループ
は製品の安心・安全の徹底による信頼されるブラ
ンドの再構築をすすめ、業績の本格的な回復を目
指します。
　製品の安心・安全については、生産委託先を含
む全工場のハード・ソフト両面の情報の共有化を
推進することで、品質保証体制の一層の強化を図
ります。業績の本格的な回復については、引き続
き製品コストの一層の削減や販売奨励金の効果的
な使用、さらに業務の効率化・合理化などローコ
ストオペレーションを推進します。
　また、業績回復を継続的なものとするため、新
組織制度を導入しました。従来の生産本部と販売

本部を統合し「事業本部」を新設、「サービス本部」
とあわせて2本部制としました。これにより、市場
環境の変化に的確に対応し、原料価格や為替の変
動に左右されない強固な収益体制の確立を目指し
てまいります。（詳細は8ページをご覧ください。）
　平成27年3月期の連結業績予想は、売上高725
億円（前期比99.1％）、営業利益5億円、経常利益
10億円、当期純利益７億円を見込んでいます。
　当社グループでは、製品の安心・安全について、
これまで以上に生産管理・品質管理体制の強化に
努めてまいります。株主の皆様におかれましては、
今後ともより一層のご支援を賜りますようよろしく
お願い申し上げます。

平成26年６月
代表取締役社長　溝口 康博
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ツナ

ペットフード・バイオ他

ギフトセット・その他食品

業務用食品

その他

30,227 百万円

1,975 百万円

3,976 百万円

613 百万円

12,485 百万円

「野菜をおいしくシーチキン」キャンペーンを基軸に、「人参しりし
りシーチキン」のメニューを訴求、パック品を対象とした「ジャン
ボ宝くじプレゼント」キャンペーンの実施や、びんなが鮪を原料と
した期間限定の「一本釣り」シリーズの販売を強化しました。しか
し「シーチキンマイルド」シリーズの自主回収の影響により販売促
進の機会が減少し、売上高は前期比2.1％減少しました。

相場が上昇したフィッシュミールの販売が好調に推移したことに
より、売上高は同3.4％増加しました。

包装米飯は、シニア層をメインターゲットにした「やんわかごはん」
が好調な販売となりましたが、ギフトセット等の販売が苦戦し、売
上高は同4.3％減少しました。

大手コンビニエンスストア・外食ユーザーの新規メニューに採用さ
れた、ツナ・フルーツ・スイートコーンの販売が好調に推移したこ
とにより、売上高は同8.2％増加しました。

シーチキンRファンシー シーチキンRL

ねこまんま 海鮮丼 手づくり仕立てのねこまんま
ほたての卵がゆ

シーチキンRLチャンク

バラエティギフト
和奏彩香

シャキッと!Rコーン

売上高
73,185

百万円

41.3%

2.7%

0.8%

5.4%

17.1%

パパッとRライス
やんわかこしひかり

部門別営業の概況Financial Result by Segments
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デザート

総菜

削りぶし・海苔・ふりかけ類

パスタ&ソース

4,646 百万円

6,920 百万円

5,078 百万円

7,262 百万円

円安による他社輸入品の減少で、主力の「朝から」シリーズやパ
ウチ製品を中心に販売促進の機会が増加し、売上高は同5.9％増
加しました。

「サラダ専用」シリーズ・「かみきれ～る」等の差別化製品の販売促進を強化しま
したが、主に海苔製品等が他社の廉価販売の影響で、販売数量が減少し、売上高
は同7.7％減少しました。

メニューに特化した新製品「ナポリタンによく合うポポロスパ」
等の販売促進をはかりましたが、主力製品の「サラスパ」等の販
売が苦戦したことで、売上高は同3.8％減少しました。 ポポロスパR7分 あらびき

ミートソース

サラかつおR サラのりR

シャキッと!Rコーン

営業利益
364
百万円

5.4%

6.9%

9.5%

6.4%

9.9%

甘みあっさり
パウチみかん

朝からフルーツR
ミックス

かみきれ〜る
味付おかずのり8P

さんまで健康
しょうゆ味パウチ

主力の「シャキッと！コーン」が前期を下回る販売となりました
が、味や利便性が見直されたおかず・おつまみ缶詰や「健康」パ
ウチシリーズの新製品等の販売数量が増加したことで、売上高は
同0.5％増加しました。
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連結貸借対照表 （単位：百万円）

科目 前連結会計年度（第84期）
平成25年3月31日現在

当連結会計年度（第85期）
平成26年3月31日現在

負債の部
流動負債 22,136 17,578

支払手形及び買掛金 11,947 11,601
短期借入金 3,400 —
1年内返済予定の長期借入金 1,340 280
リース債務 19 35
未払金 4,513 3,782
未払法人税等 9 853
売上割戻引当金 23 29
販売促進引当金 4 3
賞与引当金 328 353
その他 550 638

固定負債 5,562 6,051
長期借入金 1,560 2,910
リース債務 41 151
繰延税金負債 2,403 1,157
退職給付引当金 698 —
役員退職慰労引当金 626 659
退職給付に係る負債 — 939
資産除去債務 16 16
その他 216 217

負債合計 27,699 23,629
純資産の部
株主資本 15,619 17,917

資本金 1,441 1,441
資本剰余金 942 942
利益剰余金 15,384 17,684
自己株式 △2,149 △2,151

その他の包括利益累計額 4,050 1,645
その他有価証券評価差額金 4,372 2,051
繰延ヘッジ損益 119 △3
為替換算調整勘定 △441 △162
退職給付に係る調整累計額 — △239

純資産合計 19,670 19,563
負債純資産合計 47,369 43,193

科目 前連結会計年度（第84期）
平成25年3月31日現在

当連結会計年度（第85期）
平成26年3月31日現在

資産の部

流動資産 24,550 26,851
現金及び預金 872 802
受取手形及び売掛金 12,020 15,578
商品及び製品 6,048 4,774
仕掛品 146 76
原材料及び貯蔵品 3,235 2,733
繰延税金資産 102 236
未収入金 1,733 2,433
その他 391 217
貸倒引当金 △1 △1

固定資産 22,819 16,341
有形固定資産 12,491 9,626

建物及び構築物 4,867 4,463
機械装置及び運搬具 2,421 954
土地 4,618 3,539
リース資産 67 188
建設仮勘定 13 5
その他 503 475

無形固定資産 359 463
投資その他の資産 9,967 6,251

投資有価証券 9,669 6,013
繰延税金資産 4 5
その他 318 246
貸倒引当金 △24 △13

資産合計 47,369 43,193

連結財務諸表Consolidated Financial Statements
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連結損益計算書 （単位：百万円）

連結株主資本等変動計算書

連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

科目
前連結会計年度（第84期）

平成24年4月  1日から
平成25年3月31日まで

当連結会計年度（第85期）
平成25年4月  1日から
平成26年3月31日まで

売上高 73,371 73,185
売上原価 49,671 49,876

売上総利益 23,699 23,309
販売費及び一般管理費 25,429 22,945

営業利益又は営業損失（△） △1,730 364
営業外収益 801 761
営業外費用 158 144

経常利益又は経常損失（△） △1,087 981
特別利益 185 3,643
特別損失 1,200 1,247

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） △2,102 3,377

法人税、住民税及び事業税 20 858
法人税等調整額 478 △63
少数株主損益調整前当期純利益又は
少数株主損益調整前当期純損失（△） △2,601 2,582

当期純利益又は当期純損失（△） △2,601 2,582

科目
前連結会計年度（第84期）

平成24年4月  1日から
平成25年3月31日まで

当連結会計年度（第85期）
平成25年4月  1日から
平成26年3月31日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,152 △216
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,056 3,581
財務活動によるキャッシュ・フロー △110 △3,434
現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △0
現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △14 △69
現金及び現金同等物の期首残高 886 872
現金及び現金同等物の期末残高 872 802

株主資本 その他の包括利益累計額
純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 その他有価証券
評価差額金 繰延ヘッジ損益 為替換算

調整勘定
退職給付に係る

調整累計額
その他の
包括利益

累計額合計
当期期首残高 1,441 942 15,384 △2,149 15,619 4,372 119 △441 － 4,050 19,670
当期変動額

剰余金の配当 △282 △282 △282
当期純利益 2,582 2,582 2,582
自己株式の取得 △2 △2 △2
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △2,321 △123 279 △239 △2,404 △2,404

当期変動額合計 － － 2,300 △2 2,297 △2,321 △123 279 △239 △2,404 △106
当期末残高 1,441 942 17,684 △2,151 17,917 2,051 △3 △162 △239 1,645 19,563

当連結会計年度（平成 25年４月１日から平成 26年 3月31日まで）   （単位：百万円）
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科目 前事業年度（第84期）
平成25年3月31日現在

当事業年度（第85期）
平成26年3月31日現在

資産の部
流動資産 22,434 24,857
固定資産 25,897 19,105

有形固定資産 10,979 8,213
無形固定資産 353 460
投資その他の資産 14,564 10,431

資産合計 48,331 43,963
負債の部
流動負債 22,865 18,412
固定負債 5,429 5,724
負債合計 28,294 24,136
純資産の部
株主資本 15,546 17,779

資本金 1,441 1,441
資本剰余金 942 942
利益剰余金 15,311 17,547
自己株式 △2,149 △2,151

評価・換算差額等 4,489 2,047
その他有価証券評価差額金 4,370 2,051
繰延ヘッジ損益 119 △3

純資産合計 20,036 19,827
負債純資産合計 48,331 43,963

科目
前事業年度（第84期）

平成24年4月  1日から
平成25年3月31日まで

当事業年度（第85期）
平成25年4月  1日から
平成26年3月31日まで

売上高 71,914 71,606

売上原価 49,284 49,306

売上総利益 22,630 22,299

販売費及び一般管理費 24,273 21,859

営業利益又は営業損失（△） △1,642 439

営業外収益 788 741

営業外費用 153 135

経常利益又は経常損失（△） △1,006 1,045

特別利益 185 3,554

特別損失 513 1,293

税引前当期純利益又は
税引前当期純損失（△） △1,335 3,306

法人税、住民税及び事業税 6 846

法人税等調整額 477 △58

当期純利益又は当期純損失（△） △1,819 2,518

貸借対照表 （単位：百万円） 損益計算書 （単位：百万円）

配当の状況

当期末の配当金を下記のとおり実施させていただきます。

　　●配当金総額 　141百万円
　　● 1株当たり配当金 　7円 50銭
　　● 1株当たり当期純利益 　137円 16銭

単体財務諸表Financial Statements
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CLOSE UP 組織変更について

　当社は、市場環境の急速な変化や多様化に迅速
かつ柔軟に対応するため、平成26年４月１日付で組
織変更を実施しました。具体的には、生産本部と販
売本部に分かれていた従来の機能別組織を、新設
した「事業本部」に統合し、３つの「事業部」を設置、
「事業部」の傘下に製品群別の「ユニット」を設置し、
担当製品群の生産・販売・開発の機能を主管しま
す。また、「事業本部」内に、「事業調整室」を設置し、
新規事業の開拓や「事業部」・「ユニット」の横断的業
務を行います。

新生
はごろもフーズ
組織図

事業調整室

第1事業部

取
締
役
会

会
長

社
長

事業本部

サービス本部

経営企画室

監査役会

第2事業部

第3事業部

乾物ユニット

パスタ・米飯ユニット

シーチキンユニット

デザート・総菜ユニット

フードサポートユニット

ペットケアユニット

バイオユニット

ギフトユニット

総務部

経理部

お客様相談部

全員経営推進室
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New Items 新製品のご案内

和風シーチキン

相性抜群のしょうゆでほんのり味付けし、そのまま食べてもお料理してもお
いしいシーチキンです。安全・安心のやさし～る缶を使用し、昨今の個食化に
合わせた６０ｇの小容量タイプです。

おだしパック

まぐろをじっくりいぶし、乾燥させた当社独自の「焙乾まぐろ」を使用していま
す。上品な香りとすっきりした味わいが特長で、煮物やお吸物、麺のかけつ
ゆ、おでんなどいろいろな料理にご使用いただけます。

デコふり®
『見せたくなっちゃうお弁当、作ろっ！』
人気色「オレンジ」が加わって６色になりました。ごはんに混ぜるだけで簡単に
色づけできるデコ弁作りに最適なカラフルなふりかけです。

無一物®ねこまんま

魚や鶏肉本来のうま味を味わえるように「まぐろ」・「かつお」・「鶏むね肉」と水
だけで仕上げました。食品添加物や飼料添加物は加えていません。

無一物®ねこまんまパウチ　やんわか仕立て

食品添加物や飼料添加物は加えていない「無一物」の食べやすいやんわか仕
立てシリーズです。細かいフレークとなめらかなペーストで仕上げました。

はごろも＆キングオスカー オイルサーディン

１人前にぴったりな容量のオイルサーディンです。家飲み派のおつまみや、サ
ラダ、パスタなどの具材として最適です。ノルウェー近海で漁獲した柔らかな
ブリスリング種のいわし（カタクチイワシよりも小型）を樫の木のチップでス
モークし、丁寧に手詰めで仕上げました。

あさりと野菜ソース

人気の「あさりと野菜ソース」シリーズをリニューアル。あさりをたっぷり
（当社製品比較２０％）増やしたコンソメ風味のソースと、イタリア産ドライト
マトのうま味が活きたトマトクリームソースです。温めても冷やしてもおいし
く召し上がれます。

天然水でつくったシャキッと！®コーン純

スイートコーンと天然水のみで作ったシャキッと！コーンです。食塩、砂糖を使
用せず、やさしい味わいに仕上げました。塩分を気にされている方におすす
めです。

Lフレーク

マイルド

シャキッと！®コーン純
シャキッと！®コーン純SP3 コンソメ風味SP2 トマトクリームSP2

コンソメ風味 トマトクリーム

オイルサーディン

オリーブオイルサーディン おだしパック 14袋

まぐろ

かつお

鶏むね肉

まぐろ

かつお

鶏むね肉

6色 さけ風味 6色 たまご風味

LフレークSP3

マイルドSP3
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野菜をおいしくシーチキンキャンペーン第3弾を実施中 ！
キャンペーンキャラクターはもちろん、清水出身のちびまる子ちゃん ！
今年は3種類のお皿をご用意しました ！ パックフィルムのバーコードを5枚集
めて応募すると、必ずもらえるキャンペーンです。
店頭販促メニューでは【シーチキンと一緒に食べれば野菜がもっとおいしくな
る】をテーマに、人参しりしりシーチキンを提案。シーチキンの素材としてのお
いしさを積極的に訴求しています。

菜をおいしく
シーチキンキャンペーン野

クイズに答えてナポリに行こう ！ 『ナポリタンでナポリ ？ キャンペーン』を実施中 ！
クイズに答えると、抽選で10組20名様にイタリア旅行6日間をプレゼント ！
更に、『ポポロスパ』シリーズの製品に封入された応募券をハガキに貼って
応募すると、抽選で1,000名様に「ナポリパン2個セット」が当たる ！ クローズ
ドキャンペーンを同時に実施。ナポリタンによく合うポポロスパの認知向上
と、ポポロスパシリーズのファン獲得を目指しています。

ポリタンでナポリ？
キャンペーンナ

Hagoromo News はごろもニュース
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会社概要 （平成26年3月31日現在）

商 号 はごろもフーズ株式会社

創 業 昭和6年5月

設 立 昭和22年7月

資 本 金 14億4,166万円

従 業 員 数 606名

事 業 内 容 缶詰･レトルト食品･ギフトセット･パスタ･
パスタソース･花かつお･海苔･ふりかけ
などの各種食品の製造･販売

役員 （平成26年6月26日現在）

グループ企業紹介 （平成26年3月31日現在） 株式の状況 （平成26年3月31日現在）

発行可能株式総数 82,600,000株
発行済株式総数 20,650,731株
株主数 2,455名

● 株式会社マルアイ　 URL  http://www.kk-maruai.co.jp

愛知県名古屋市熱田区一番二丁目30番7号
TEL  052-651-7701
事業内容　かつお削り節・味付海苔・ふりかけ・進物用品等の製造

● マルアイ商事株式会社
愛知県名古屋市熱田区一番二丁目30番7号
TEL  052-746-5514
事業内容　進物用品の販売

● セントラルサービス株式会社
静岡県静岡市清水区桜が丘町1-10
はごろも桜が丘オフィス
TEL  054-354-5111
事業内容　運送・倉庫管理・石油等販売・損害保険代理店業務

決 算 期 3月31日
定 時 株 主 総 会 6月
配 当 金 受 領
株 主 確 定 日

3月31日および中間配当を実施するとき
は9月30日

株 主 名 簿 管 理 人
特別口座の口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社

同 連 絡 先 三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
東京都江東区東砂七丁目10番11号

0120-232-711
公 告 掲 載 方 法  電子公告による。ただし、やむを得ない事

由により電子公告ができない場合は、日本
経済新聞に掲載する。

（http://www.hagoromofoods.co.jp/）
１単元の株式数 1,000株
証 券 コ ー ド 2831

【お知らせ】
１．株券電子化によるご注意

（１） 株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきま
しては、原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会
社等）で承ることとなっております。口座を開設されている
証券会社等にお問い合わせください。株主名簿管理人（三
菱ＵＦＪ信託銀行）ではお取り扱いできませんのでご注意く
ださい。

（２） 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきま
しては、三菱ＵＦＪ信託銀行が口座管理機関となっておりま
すので、上記特別口座の口座管理機関（三菱UFJ信託銀行）
にお問い合わせください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各
支店にてもお取次ぎいたします。

（3） 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店
でお支払いいたします。

２．配当金計算書について
配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「配当金領収証」
により配当金をお受取になられる株主様宛にも「配当金計算
書」を同封いたしております。配当金をお受取になった後の
配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけ
ます。

代 表 取 締 役 会 長 後 藤   康 雄
代 表 取 締 役 社 長 溝 口   康 博
取 締 役 副 社 長 池 田   憲 一
常 務 取 締 役 石 神   章 兆
常 務 取 締 役 大 木   道 隆
常 務 取 締 役 後　藤　 　 佐恵子
取 締 役 鳥羽山　 　 宏　史
取 締 役 川 隅   義 之
取 締 役 鈴 木   隆 昭
取 締 役 岩 間   英 幸
取 締 役 見 崎      修
取 締 役 山 田   雅 文
取 締 役 松 井      敬
取 締 役 後 藤   清 雄
常 勤 監 査 役 松 永   年 史
常 勤 監 査 役 坂 見   好 一
監 査 役 木 村   恭 平
監 査 役 田 口   博 雄
監 査 役 林      省 吾

Corporate Data 会社概要／株式情報

株主メモ

● P.T.アネカ・ツナ・インドネシア（持分法適用関連会社）
インドネシア国スラバヤ市
事業内容　ツナ缶詰等の製造販売

010_0691501302606.indd   12 2014/06/13   20:58:25



13

毎年3月31日、9月30日現在の株主名簿に記載また
は記録された株主に対し、以下の基準により当社製
品を贈呈いたします。

 1.基準
所有株式数1,000株（1単元）以上保有の株主に対し、
一律に参考小売価格3,000円相当の当社製品を贈呈
します。（基準日9月30日の場合は、当社カレンダー

「富士山」を同封します。）

 2.時期
基準日（毎年3月31日、9月30日）より4カ月以内の送付
を予定しております。

Information 株主の皆様へお知らせ

そんなお客様の声にお応えするのが、
まごころ通販です。

離れて暮らすご家族への
贈り物としても大変喜ばれています。

ご注文は、今すぐ！　電話、FAX、インターネットで！
【 まごころコメール便やんわか 】
●電 話　　　0120－504881　ＦＡＸ 0120－575881
 受付時間：９：00～17:00（土・日・祝日は除く）

●インターネット　

【 まごころｅショップ　楽天市場店・ヤフー店 】
●インターネット　

パパッとライスやんわかごはん こしひかり100%
100g×2／24個入

100g×2／24個入

100g×2／24個入

3,700円（税込）

3,700円（税込）

4,070円（税込）

パパッとライス こしひかり100％

パパッとやわらかごはん 白い発芽米

・・

「量が選べるパックごはん。
 手軽で おいしく 便利だけれど、買って帰るのに重たくて・・」

検索まごころコメール便

検索まごころeショップ
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例 はごろもフーズの配当金
1,000株分

2,000株分

X証券会社（1,000株保有）

Y証券会社（2,000株保有）

配当金の口座振込のご案内

配当金のお受け取りには、従来よりご利用いただいているゆうちょ銀行または郵便局で配当金領収証と引き換えに受領する（配当金領収証方式）ほか、
口座振込が選択できます。口座振込をご利用いただきますと、配当金の支払開始日に確実にご指定の口座へ振り込まれるため、簡単にお受け取りいただけます。
口座振込には下記の方式があります。

特別口座から証券口座への振替請求や単元未満株式の買取・買増請求における必要書類の入手・お手続きの詳細については、
三菱UFJ信託銀行証券代行部までお問い合わせください。

お手続きに関するお問い合わせ先

□ 証券会社等の口座をご利用の株式　　　 　お取引の証券会社へ
□ 特別口座に記録された株式　　　 　三菱UFJ信託銀行へ

株式数比例配分方式

※手続きの詳細につきましては、お取引先の証券会社にお問い合わせください。

※ご所有の株式の一部が特別口座に記録されている場合などには、この方式は選択できません。

証券会社の口座で配当金を受領する方式です。複数の証券会社で当社株式を保有している場合、証券会社ごとの保有株式数に応じた配当金が
それぞれの証券会社の口座に入金されます。

登録配当金受領口座方式

※ゆうちょ銀行の貯金口座は指定できません。※1つの銘柄について振込先指定の手続きを行えば、自動的に他の銘柄の配当金も同一の銀行口座で受領できます。

保有するすべての銘柄の配当金を、指定した1つの金融機関の口座で受領する方式です。

例

個別銘柄指定方式

※銘柄ごとに振込先指定の手続きが必要となります。

保有する銘柄ごとに指定した金融機関の口座で、配当金を受領する方式です。

例
X銀行

X銀行

Y銀行

三菱UFJ信託銀行　証券代行部
［受付時間（土・日・祝祭日を除く）平日9：00～17：00］ 0120-232-711 http://www.tr.mufg.jp/daikou/

A社の配当金

はごろもフーズの配当金

A社の配当金

はごろもフーズの配当金
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Printed in Japan

適切に管理された森林からの原料
を含むFSC®認証紙と、溶剤に、
植物性油を使用した環境対応型
インキを使用し印刷しています。

見やすいユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

Printed in Japan

本報告書は、再生紙と、溶剤に植物性油を使用し
た環境対応型インキを使用し、印刷時に有害な廃
液が出ない「水なし印刷」で印刷しています。
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