
　株主の皆様へ 　 第85期中間期
平成25年4月1日から平成25年9月30日まで
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株主の皆様には、ますますご清祥のこととお
喜び申し上げます。ここに当社第85期中間
期（平成25年4月１日から平成25年9月30
日まで）の営業報告、財務報告等をお届けす
るにあたり、日頃皆様からいただいておりま
すご支援に対し、心よりお礼申し上げます。

平成25年12月

代表取締役会長 代表取締役社長後藤  康雄 溝口 康博
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「シーチキン マイルド」シリーズ自主回収のお詫び
　このたび、弊社缶詰製品「シーチキン マイルド」シリーズを
食されたお客様より、「味に違和感を感じた」とのお申し出があ
りました。
　当該製品を検査した結果、弊社基準値を上回るヒスタミンを
検出いたしました。ヒスタミンは魚肉中に多く含まれるアミノ酸
から、酵素によって生成されるものです。喫食した量と個人差
にもよりますが、アレルギーに似た症状が出る場合があります。
つきましては、万全を期するため当該製品の自主回収を行って
おります。
　お客様や株主の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしまして誠
に申し訳なくお詫び申し上げます。
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「人と自然を、おいしくつなぐ」をキーワードとする販売活動を展開し、
国内食品市場を深耕。

食品の安全性に対する消費者の関心が高まる
中、このたびの「シーチキン マイルド」シ
リーズの一部自主回収につきまして、多大な
ご心配とご迷惑をおかけしましたことを深く

お詫び申し上げます。
　当上半期における当社グループは、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
騰が続いている「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。こ
の結果、売上高は前年同期比1.4％減の375億97百万
円となり、営業利益は91百万円の損失（前年同期は8
億4百万円の損失）、経常利益は3億42百万円（前年同
期は4億28百万円の損失）となりました。四半期純利
益は投資有価証券の一部売却により23億52百万円（前
年同期は4億20百万円の損失）となりました。

当上半期において、「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、旬の
近海びんながまぐろを使用した販売数量限定の「シー
チキン一本釣り」を発売したほか、「パスタ＆ソース」
からは、フライパンで簡単に調理できる「ポポロスパ
12.5」シリーズや「ナポリタンによく合うポポロスパ」
を発売しました。また、本年2月に発売した「いわしで
健康」パウチシリーズが好評なことから、「さばで健康」
3品、「さんまで健康」3品を発売し、青魚のレトルト
パウチシリーズのラインナップの拡充を図りました。

下半期以降も厳しい経営環境が続くものと予
想されますが、当社グループでは、環境変化
に左右されない体質づくりを目指し、生産・

販売一体となって、収益の改善に努めてまいります。
平成26年3月期の配当金につきましては、これまでど
おり中間・期末で1株当たりそれぞれ7円50銭を予定
しております。
　当社グループでは、安全で高品質な製品を提供する
ため、これまで以上に品質保証体制の強化に努めてま
いりますので、株主の皆様におかれましては、引き続
きご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

代表取締役社長　溝口　康博

株主の皆様へメッセージを
お願いします。Q

A

新製品の発売状況について
お聞かせください。Q

上半期の事業環境と業績は
いかがでしたか？Q

A

A
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Financial Result by Segments  部門別営業の概況

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

16,144 百万円

974 百万円

2,046 百万円

6,295 百万円

328 百万円

フィッシュミールの相場が上昇したものの、販促費を
削減した輸入品のペットフードが低迷し、売上高は同
0.6％減少しました。

シニア層をメインターゲットにした「やんわかごはん」
を中心に包装米飯が堅調に推移しましたが、ギフトセ
ットが苦戦し、売上高は同4.4％減少しました。

大手CVS・外食ユーザーに新規メニューが採用された
ことや、新規ユーザーの開拓が進んだことにより、売
上高は同4.6％増加しました。

シーチキン®ファンシー シーチキン®Ｌ

無一物®ねこまんま
まぐろ

手づくり仕立ての
ねこまんま

シーチキン®Lフレーク1KG シャキッと®コーン

売上高
37,597

百万円

42.9%

2.6%

0.9%

5.5%

16.7%

やんわか®ごはん 和奏彩香セット

「ちびまる子ちゃん」をキャラクターに起用した「野菜をおいしくシー
チキン」キャンペーンを展開し、小売店等における需要を喚起しま
した。また、びんながまぐろを原料とした期間限定品の発売や、新容
器を採用した水煮の販売が好調に推移したものの値上げによる販売
数量の減少を補いきれず、売上高は前年同期比0.6％減少しました。
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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

2,476 百万円

3,345 百万円

2,449 百万円

3,535 百万円

円安による他社輸入品の減少やテレビ番組等への露出
増により、主力の「朝から」シリーズやパウチ製品が
売上を伸ばし、売上高は同10.4％増加しました。

おかず・おつまみ缶詰がマスコミの注目を集
め「健康」シリーズや「やんわか」シリーズ
等の販売が増加しましたが、主力製品である
「シャキッとコーン」が前年を下回る販売とな
り、売上高は同3.0％減少しました。

「サラダ専用」シリーズ・「かみきれ～る」等の差別化製品のラインナッ
プを拡充しましたが、主力製品である「味付のり」等は他社の廉価製品
やPB製品の増加により、販売数量が減少し、売上高は同15.7％減少し
ました。

「ポポロスパ12.5」シリーズや「ナポリタンによく合うポ
ポロスパ」を新発売したものの、主力製品である「サラ
スパ」および「ポポロスパ結束」シリーズの販売促進企
画が消費者の購買につながらず、売上高は同8.1％減少
しました。

甘みあっさりみかん

ポポロスパ®７分
700g

サラのり®サラかつお®   

シャキッと®コーン シャキッと®コーン
クリーム

やんわか®チキンフレーク

営業損益
△91
百万円

% 6.5%

8.9%

6.6%

9.4%

朝からフルーツ®
ミックス

あらびき
ミートソース

かみきれ～る
おむすびのり焼
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■上半期　■通期

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000
（百万円）

第82期
（H23/3）

第83期
（H24/3）

第85期
（H26/3）

第84期
（H25/3）

46,483

46,182
49,969

49,419
48,503

47,369

45,067

■上半期　■通期

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

第82期
（H23/3）

第83期
（H24/3）

（百万円）

第85期
（H26/3）

第84期
（H25/3）

23,545

23,066
23,257

21,774
20,824

19,670
19,789

-150

150

0

第82期
（H23/3）

第83期
（H24/3）

（円）

0

20

10

第82期
（H23/3）

第83期
（H24/3）

（円）■上半期 ■通期 ■上半期 ■通期

第84期
（H25/3）

第84期
（H25/3）

第85期
（H26/3）

第85期
（H26/3）

△138.11

△3.39

31.20

15.00

△22.35

22.7834.18
15.00

7.50 7.507.50

20.00

7.50

124.90

Consolidated Financial Statements  連結財務諸表

四半期連結貸借対照表（要約）　　　　　　    （単位：百万円）

科　　目 前期末
平成25年3月31日現在

当第2四半期
連結会計期間末
平成25年9月30日現在

資産の部
流動資産 24,550 25,891
固定資産 22,819 19,175
　有形固定資産 12,491 12,322
　無形固定資産 359 374
　投資その他の資産 9,967 6,478
資産合計 47,369 45,067
負債の部
流動負債 22,136 19,229
固定負債 5,562 6,047
負債合計 27,699 25,277
純資産の部
株主資本 15,619 17,829
　資本金 1,441 1,441
　資本剰余金 942 942
　利益剰余金 15,384 17,595
　自己株式 △2,149 △2,150
その他の包括利益累計額 4,050 1,960
　その他有価証券評価差額金 4,372 2,207
　繰延ヘッジ損益 119 △5
　為替換算調整勘定 △441 △240
純資産合計 19,670 19,789
負債純資産合計 47,369 45,067

一株当たり四半期（当期）純利益 一株当たり配当金

純資産

総資産
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四半期連結損益計算書（要約）　　　　　　    （単位：百万円）

科　　目
前第2四半期
連結累計期間

平成24年 4月 1日から
平成24年 9月30日まで

当第2四半期
連結累計期間

平成25年 4月 1日から
平成25年 9月30日まで

売上高 38,114 37,597

売上原価 25,845 25,947

　売上総利益 12,269 11,649

販売費及び一般管理費 13,073 11,741

　営業損失（△） △804 △91

営業外収益 455 513

営業外費用 79 79

　経常利益又は経常損失（△） △428 342

特別利益 174 2,797

特別損失 221 12

　税金等調整前四半期純利益又は
　税金等調整前四半期純損失（△） △475 3,127

　法人税等 △54 775

　少数株主損益調整前四半期純利益又は
　少数株主損益調整前四半期純損失（△） △420 2,352

　四半期純利益又は四半期純損失（△） △420 2,352

四半期連結キャッシュ・フロー計算書（要約）　　   （単位：百万円）

科　　目
前第2四半期
連結累計期間

平成24年 4月 1日から
平成24年 9月30日まで

当第2四半期
連結累計期間

平成25年 4月 1日から
平成25年 9月30日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 183 53

投資活動によるキャッシュ・フロー △780 1,932

財務活動によるキャッシュ・フロー 443 △2,029

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 △0

現金及び現金同等物の増減額 △156 △43

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四半期末残高 730 829

売上高

経常利益／売上高経常利益率

四半期（当期）純利益
※第84期（H25/3）は経常損失のため売上高経常利益率を算出 しておりません。
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New Items  新製品のご案内 

かみきれ～る焼のり かみきれ～る
味付のり

かみきれ～る
味付のり

夏の太平洋を黒潮にのって日本近海まで北上する旬のびん
ながまぐろを使用したシーチキンです。
使いやすいフレークタイプ、一口大のゴロゴロ肉とフレーク
で仕上げたゴロゴロ肉＆フレークタイプの2製品展開です。

大人気のナポリタンとの相性抜群の太さ2.2mmのスパゲテ
ィです。デュラム・セモリナと強力小麦粉を独自の配合で
ブレンドし、モチモチ食感を実現しました。懐かしいあの
ナポリタンの味をご自宅で再現できるスパゲティです。

好評発売中の500gに加えてラインナップを拡充しました。
ミートソースとの相性抜群の太さ2.1mmのスパゲティ。
デュラム・セモリナ100%でプリプリ食感を実現しました。

シャキッと！かみきれ～る。切り込み加工で、どなたでも
かみ切りやすく仕上げました。お子様から年配の方までお
いしく召し上がれます。
お弁当やおかずに便利な味付おかずのり、風味豊かな焼き
のりは、歯切れの良さにこだわっています。

シーチキン®（一本釣り）※数量限定品

かみきれーるシリーズ

ナポリタンによく合うポポロスパ®

ミートソースによく合うポポロスパ®

通常のパスタの半分の長さ（12.5cm）で、フライパンにぴっ
たり。
フライパンでゆでるから、お鍋でお湯を沸かすより節水＆
省エネルギー。便利なチャック付のスタンディングパウチ
を採用しました。3分、5分、7分とメニューに合わせてご
使用下さい。

ポポロスパ®12.5

3分 5分 7分

ゴロゴロ肉＆フレーク フレーク

300g

500g

300g
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さばで健康が開けやすいパウチ容器で新登場。DHA・EPA
など、さばの豊富な栄養を手軽に摂ることができます。
しょうがを加え、さっぱりと仕上げたしょうゆ味とみそ味、
トマトとみその相性抜群の組み合わせがおいしい和風トマ
ト味の3製品展開です。

さんまで健康が開けやすいパウチ容器で新登場。DHA・
EPA･カルシウムなど、さんまの豊富な栄養を手軽に摂るこ
とができます。
缶詰と比較して20%減塩！しょうがを加え、さっぱりと仕
上げたしょうゆ味とみそ味、大根おろしを加えて仕上げた
大根おろし煮の3製品展開です。

猫ちゃんが好きな食材を細かめにし、スープと一緒に食べ
易く仕立てました。オーナーが日頃食べているメニューを
猫ちゃん用にすることで、食卓シーンの共有感を提供しま
す。獣医師推奨です。

鶏むね肉本来の旨みをたっぷり
味わえるよう、鶏むね肉と水だ
けで作ったキャットフードです。
獣医師推奨の食品添加物を加えて
いない安心・安全の国産品です。

パパッと®ライスやんわか®ごはんさばで健康

さんまで健康

たまごの中華スープ

鶏むね肉

サーモンのクラムチャウダー

やんわか®ごはん やんわか®ごはん3コパック

かつおのブイヤベース

しょうゆ味 みそ味

しょうゆ味 みそ味

和風トマト味

大根おろし煮

手づくり仕立てのねこまんまスープ

無一物ねこまんまパウチ
鶏むね肉

選りすぐりの米をほどよいやわらかさに炊き上げました。
100gずつ小分けできる、ツインパックの包装米飯です。
おいしさとやさしい食感をお楽しみ下さい。
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Recipes  簡単レシピ
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Hagoromo News  はごろもニュース

ジャンボ宝くじプレゼントキャンペーン

パック商品のバーコード3枚を集めるとジャンボ宝くじが抽選で当たる！ジャンボ宝くじプレゼントキャンペーンを
実施中。
ジャンボ宝くじ30枚を3,000名様にプレゼントする夢いっぱいのキャンペーンは、多数のご応募をいただいております。
第1回締切は年末ジャンボ宝くじが1,500名様に、第2回締切は、グリーンジャンボ宝くじが1,500名様に当たります！
はごろもフーズのパック商品を買って、おいしく集めて、楽しく当てよう！



12

Corporate Data  会社概要／株式情報

会社概要 （平成25年9月30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 617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25年9月30日現在）

グループ企業紹介

株式の状況 （平成25年9月30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 2,369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

● 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

株主メモ
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 後藤  清雄
取 締 役 松村  悦男
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
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Information  株主の皆様へお知らせ

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。

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 】
●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

100g×2／24個入

3,600円（税込）

3,600円（税込）

3,960円（税込）

3,960円（税込）

パパッとライス こしひかり100％

パパッとライス もっちもちごはん

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

株主優待制度のご案内

 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。
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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



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。


