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平成24年4月1日から平成24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84期中間
期（平成24年4月１日から平成24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24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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「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。

当上半期は、緩やかな回復傾向が見られた個
人消費も、電力料金の値上げや消費税増税の
動きを背景に、一部で減速感が出始め、今ま
で以上に節約志向が強まり、食品に対する消

費者の購買意欲も減退傾向にありました。このような
なか、当社グループでは「人と自然を、おいしくつな
ぐ」をテーマに、自然の恵みである生鮮品との連動企
画を実施することで、価値訴求型の販売促進活動をさ
らに推進しました。しかし、ツナ製品の主原料価格が
引き続き高値で推移したことで、販売奨励金削減に努
めたことから、販売機会が減少し、売上高は前年同期
比4.6％減の381億14百万円となり、売上総利益も減
少しました。販売費、一般管理費の削減にも継続的に
努めたものの、営業利益は8億4百万円の損失（前年同
期は4億76百万円の利益）、経常利益は4億28百万円の
損失（前年同期は8億72百万円の利益）、四半期純利益
は4億20百万円の損失（前年同期は5億69百万円の利
益）となりました。

当上半期において、「人に優しい」をテーマ
に、ターゲット・コンセプト・利用シーンを
明確にした新製品の開発・育成に努めました。

8月には、ゆで時間の短縮を可能にした、国内産で最
も細い1ミリのパスタ「細～いポポロスパ3分　結束」
と、食材を加えて作るパスタソースのもと「ポポロク
ッキングシリーズ」3品を発売しました。また、9月に
はメニュー提案型の新製品、「キムチ鍋専用シーチキン
辛」を発売しました。ツナの新しい商品戦略としてメ
ニュー提案を積極的に行い、冬場の需要増加を目指し
てまいります。

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、当社グループは環境変化に左
右されにくい体質づくりを目指し、売上・収
益の安定確保に努めてまいります。平成25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。
　当社では、全社運動として省エネに取り組み、環境
省の推奨する「エコアクション21」の認証を取得しま
した。今後もグループ一丸となって、株主価値の向上
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

株主の皆様へのメッセージを
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

16,789 百万円

980 百万円

2,262 百万円

6,016 百万円

294 百万円

「ちびまる子ちゃん」をキャンペーンキャラクターに起用し、野菜とシー
チキンの相性の良さを訴求した「野菜をおいしくシーチキンキャンペー
ン」を展開し、需要の喚起と店頭での露出強化を図りました。しかしな
がら、主原料のきはだ鮪・かつおの価格が継続的に高値で推移したこと
により販売奨励金の削減を徹底したこと、円高を背景とした他社輸入品
の安値販売攻勢もあり、当社製品の販促機会が減少したことから、当製
品群の売上高は、前年同期比9.2％減少しました。

ペットフード・フィッシュミール等の販売が、全般に
低調に推移し、当製品群の売上高は前年同期比4.9％減
少しました。

ギフトパーツの販売が好調に推移し、当製品群の売上
高は前年同期比7.2％増加しました。

コンビニエンスストアや外食チェーン向けのツナや
コーン製品の販売が好調に推移しました。当製品群の
売上高は前年同期比5.3％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
38,114

百万円

44.0%

2.6%

0.8%

5.9%

15.8%

パパッと®ライス
やわらかごはん 和奏彩香セット
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デザート

総菜

花かつお・海苔・ふりかけ類

パスタ&ソース

2,243 百万円

2,899 百万円

2,782 百万円

3,845 百万円

東日本大震災の影響から資材の供給不足により前期一
時販売を休止した、「朝からフルーツ」シリーズの復調
により当製品群の売上高は前年同期比22.3％増加しま
した。

青魚缶詰の「健康」シリーズと新たに発売し
た鶏肉缶詰の「やんわか」シリーズの販売は
堅調に推移したものの、主力の「シャキッと
コーン」の販売が、他社輸入品の安値攻勢を
受け低調に推移し、当製品群の売上高は前年
同期比2.9％減少しました。

「かつのりサラダ」のメニュー提案により「サラのり」・「サラかつお」
等の販売を強化しましたが、競合他社との販売が激化したふりかけ類
などが低調に推移し、当製品群の売上高は前年同期比12.8％減少しま
した。

長引く円高による安価な他社輸入品の増加等の影響によ
り、店頭での販売機会が減少し、スパゲッティ・マカロニ
類ともに低調な販売となりました。結束タイプスパゲッテ
ィの増量品の販売で底上げを図りましたが補いきれず、
当製品群の売上高は前年同期比9.5％減少しました。

おやつにみかん

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

高

円

営業損益
△804
百万円

% 7.3%

7.6%

5.9%

10.1%

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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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24年3月31日現在

当第2四半期
連結会計期間末
平成24年9月30日現在

資産の部
流動資産 26,894 26,673
固定資産 22,525 21,829
　有形固定資産 13,602 13,088
　無形固定資産 292 280
　投資その他の資産 8,629 8,460
資産合計 49,419 48,503
負債の部
流動負債 23,371 24,682
固定負債 4,274 2,996
負債合計 27,645 27,679
純資産の部
株主資本 18,504 17,942
　資本金 1,441 1,441
　資本剰余金 942 942
　利益剰余金 18,268 17,705
　自己株式 △2,147 △2,148
その他の包括利益累計額 3,269 2,882
　その他有価証券評価差額金 3,729 3,406
　繰延ヘッジ損益 31 △32
　為替換算調整勘定 △490 △491
純資産合計 21,774 20,824
負債純資産合計 49,419 48,503

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23年 4月 1日から
平成23年 9月30日まで

当第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

売上高 39,933 38,114

売上原価 25,547 25,845

　売上総利益 14,385 12,269

販売費及び一般管理費 13,908 13,073

　営業利益又は営業損失（△） 476 △804

営業外収益 431 455

営業外費用 35 79

　経常利益又は経常損失（△） 872 △428

特別利益 126 174

特別損失 18 221

　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（△） 979 △475

　法人税等 410 △54

　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（△） 569 △420

　四半期純利益又は四半期純損失（△） 569 △420

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23年 4月 1日から
平成23年 9月30日まで

当第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

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,046 183

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,288 △780

財務活動によるキャッシュ・フロー 520 443

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △1

現金及び現金同等物の増減額 278 △156

現金及び現金同等物の期首残高 874 886

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,152 730

売上高

経常利益／売上高経常利益率

四半期（当期）純利益
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New Items  新製品のご案内 

決めての「味かつお」と「わかめ」がおいしい、混ぜごはん
の素の新シリーズです。ユニークな形状のサカナ型パウチを
採用しています。

「味かつお」が決めてのふりかけシリーズです。

国内産で最も細い麺線(1.0ｍｍ)のパスタを100ｇずつ結束しました。標準ゆで時間は
わずか３分です。スープパスタや冷製パスタ等のメニューによく合います。

香味野菜(たまねぎ・人参・セロリ)をあめ色状に炒めたミ
ルポアとオリジナルのスパイスやカットトマトを加えて煮
込んだ調理用パスタソースの素です。

かつまぜシリーズ

ポポロクッキングシリーズ

パパッとふりふりシリーズ

細～いポポロスパ3分　結束

キムチ鍋専用のシーチキンです。
原料のかつおを焙乾し、魚介だし（かつお・昆布・煮干）・
韓国産唐辛子・にんにくなどで味付けしました。
いつものキムチ鍋に入れるだけで旨味・コク・辛さがアッ
プします。

キムチ鍋専用シーチキン辛（KARA）

かつまぜ　かつお
かつおの深みのある
うま味をお楽しみ下さ
い。

パパッとふりふり　七味唐辛子
味かつお、唐辛子、アオサ、山椒、けしの実、生姜を
ブレンド。

パパッとふりふり　辛子明太
味かつお、辛子明太子、ごま、
きざみのりをブレンド。

ポポロクッキング
ひき肉を加えて作る
ミートソースの素
ひき肉を加えて調理す
るだけで簡単にミート
ソースができます。

ポポロクッキング
あさりを加えて作る
ボンゴレソースの素
あさりを加えて調理す
るだけで簡単にボンゴ
レソースができます。

ポポロクッキング
シーチキンを加えて作る
トマトソースの素
シーチキンを加えて調
理するだけで簡単にトマ
トソースができます。

かつまぜ　梅しそ
味かつおのうま味と梅
しその酸味が絶妙の
バランスです。

かつまぜ　若菜
味かつおのうま味と若
菜のほのかな苦味の
相性は抜群です。
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こだわりのまぐろ こだわりのまぐろ
チーズ入り

長寿猫こだわりまぐろ
ほたて入り

無一物ねこまんま
まぐろ

無一物ねこまんま
かつお

こだわりのまぐろ
しらす入り

長寿猫こだわりまぐろ
しらす入り

こだわりのまぐろ
ささみ入り

長寿猫こだわりまぐろ
桜えび入り

シャルドネ果汁を加えた、フルー
ティでさっぱりとしたデザートで
す。エキストラライトシロップは
フルーツのおいしさを引き立てる
ちょうど良い甘さで、目覚めから
の「頭の立ち上げ」に必要なブド
ウ糖を供給します。

オーナーが手づくりしたフードのように彩りが良い風味豊
かなねこまんまです。

こだわりのまぐろシリーズのパウチ製品です。まぐろの白身肉と血合肉
をバランス良く配合し、愛猫の健康な毛づやを保つため天然まぐろのコ
ラーゲンを加えました。

こだわりのまぐろシリーズの長寿猫用パウチ製品です。「か
つおだし」と「昆布だし」を使用し、長寿猫が食べやすい
細かいフレークで仕上げました。

魚本来の旨みを味わえるように「ま
ぐろ」あるいは「かつお」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おりません。

こだわりのまぐろシリーズ

長寿猫のこだわりのまぐろシリーズ

無一物ねこまんま
シリーズ

朝からフルーティ アロエ

やんわか若鶏シリーズ
コクがあり、弾力のある若鶏もも肉のみを使用
した鶏肉缶詰です。

ささみとレバーの
とろとろスープ
愛猫の皮膚と被毛の
健康に配慮して天然
まぐろコラーゲンと
エラスチンを配合し、
ビタミンＡが摂取で
きる鶏レバーを使用
しました。

ほたての卵がゆ
愛猫の目の健康に
配慮してタウリン
を配合し、そのタ
ウリンを豊富に含
むホタテを使用し
ました。

豆乳のグラタン
愛猫の腸の健康に
配慮して食物繊維
が摂取できる大豆
たんぱくを使用し、
豆乳でクリーミー
に仕上げました。

やんわか若鶏　
塩焼
ブラックペッパー
が効いた塩ダレ
味が、さっぱりし
たおいしさです。

手づくり仕立てのねこまんまシリーズ

やんわか若鶏　
てりやき
甘みのあるてり
やきダレであっ
さり味に仕上げ
ました。
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Recipes  簡単レシピ

★カロリー（１人分）・・・約255ｋｃａｌ
★調理時間・・・約1０分
★材料（2人分）
シーチキンPLUSコーン(80g缶)・・・1缶
にんじん・・・中1本
サラダ油・・・大さじ2
塩、こしょう・・・少々
和風顆粒だしの素・・・小さじ1/2
しょうゆ・・・小さじ1
卵・・・1個
万能ねぎ・・・適量

★作り方

①にんじんは皮をむき、せん切りにします。
(またはせん切りスライサーでスライスします。)
②フライパンにサラダ油を熱し①のにんじんを入れ、
弱火でにんじんに火が通るまで炒めます。
③②にシーチキンPLUSコーンを加えて混ぜ合わせ、
塩、こしょう、和風顆粒だしの素、しょうゆを加えて
味をととのえます。
④卵を溶きほぐして③に回し入れ、箸で混ぜながら
炒り卵のようになるまで炒め、器に盛ります。小口
切りにした万能ねぎを散らします。
※お好みのシーチキンを使っても、おいしく召し上
がれます。

★カロリー（１人分）・・・約367ｋｃａｌ　
★調理時間・・・約3０分
★材料（4人分）
シーチキンL(165g缶)・・・1缶
白菜・・・中1/4株　玉ねぎ・・・中1個
にんじん・・・中1/2本
じゃがいも・・・中2個
ブロッコリー・・・1/2株
サラダ油・・・大さじ2
水・・・600ml
市販のシチュールウ(クリーム)・・・95g
牛乳・・・200ml

★作り方

①白菜はざく切り、玉ねぎ、にんじんは薄くスライス
します。じゃがいもは5mm厚さの半月切りにしま
す。ブロッコリーは小房に分けてゆでておきます。
②鍋にサラダ油を熱し、白菜、玉ねぎ、にんじん、じゃ
がいもを加えて炒めます。野菜がしんなりしてき
たら、水を加えて沸騰させ、野菜が柔らかくなる
まで煮込みます。
③いったん火を止め、シチュールウを加えて溶かし、
再び弱火でとろみがつくまで煮込みます。
④牛乳を加えてさらに5分煮込み、ゆでたブロッコリ
ーとシーチキンLを油ごと加えて混ぜ合わせます。
※お好みのシーチキンを使っても、おいしく召し上
がれます。
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Hagoromo News  はごろもニュース

野菜をおいしくシーチキンキャンペーン
9月より野菜をおいしくシーチキンキャンペーンを実施中です。キャンペーンキャラクターには、清水出身の
ちびまる子ちゃんを大抜擢!対象製品をご購入いただくと、ちびまる子ちゃんグッズが当たるキャンペーンは
取引先様、お客様からも大変好評で、沢山のご応募をいただいております。
キャンペーンの店頭販促ツールでは【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、旬の
野菜を用いたシーチキンメニューレシピを提案。シーチキンの具材としてのおいしさを積極的に訴求しました。

野菜をおいしくシーチキンキャンペーン景品
キャンペーンの景品として、応募者全員にちびまる子ちゃんプレートをもれなくプレゼント。
さらにご応募された方の中から抽選で、まるちゃんと当選者様が描かれた似顔絵をプレゼントいたします。
似顔絵は、当選者様の写真を基に描かれ、まるでまるちゃんと一緒に遊んでいるかのようなイラストとなります。

ちびまる子ちゃんプレート まる子とあなたの似顔絵色紙
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Topics  トピックス

「エコアクション21」認証取得
　当社は全社的な環境活動推進のため「エコアクション21」の認証

を取得しました。

「エコアクション21」は、全ての事業者が、環境への取り組みを

効果的、効率的に行うことを目的に、環境に取り組む仕組みを作り、

取り組みを行い、それらを継続的に改善し、その結果を社会に公表

するための方法について、環境省が策定したガイドラインです。

当社製品のパッケージは再生利用率の高いスチール、アルミなど

が主ですが、製造工程においては食品原材料やエネルギー、水など、

多くの資源を使います。

「エコアクション21」のガイドラインに従い、法令順守、省資源、

環境負荷の継続的改善、社員の意識向上、グリーン購入の推進など

含め、安心安全な食品づくりに努めた結果、平成23年度、認証を取

得することができました。（報告範囲：本社、焼津プラント、バイオ

プラント、サンライズプラントでの活動結果）

　今後は全社全組織へと活動を展開し、社員ひとりひとりの意識向

上に努め、継続的改善を図ってまいります。
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Corporate Data  会社概要／株式情報

会社概要 （平成24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 615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24年9月30日現在）

グループ企業紹介

株式の状況 （平成24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 2,244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　進物用品の製造販売

● 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
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 池田  憲一
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。送料無料でお届けしますので、

まとめ買いや贈り物に最適です。

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 】
●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　

パパッとライスやわらかごはん 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

・・
「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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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。

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）

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

単元未満株式（1,000株未満）をお持ちの株主様へ
当社株式の証券市場での取引は1,000株（1単元）単位となっており、単元未満株式（1～999株）を市場で売買することはできません。当社では「単元未満株式
買増制度」及び「単元未満株式買取制度」を採用しておりますので、ぜひご利用ください。

買増請求 買取請求
株主様が、ご所有の単元未満株式を単元株式（1,000株）に
するため、当社に対し株式を売り渡すよう請求する。

株主様が、ご所有の単元未満株式を当社に対し、
買い取るよう請求する。

1,600株＝1,000株（単元株式）＋600株（単元未満株式）

買増制度をご利用 買取制度をご利用

400株買増 600株当社が買取
単元株式2,000株 単元株式1,000株
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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。
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