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ごあいさつ
株主の皆様におかれましては、日頃よりなとりグループに格別なご理

解とご支援を賜り、心より御礼申しあげます。

2019年度上期は、連結売上高231.1億円（前年同期222.9億円）、
連結経常利益6.9億円（同7.6億円）、親会社株主に帰属する四半期純利
益4.5億円（同5.1億円）となりました。

売上は、新製品の導入と市場定着を積極的に進め、販売促進等に取
り組み、増収となりました。しかしながら利益は、いかを中心とした原料
価格の高止まりや、運送費の値上がり影響に加え、生産能力向上のため
の積極的な設備投資に伴う費用増もあり減益となりました。

引き続き、コストコントロール等の諸施策を講じると共に、新製品開発や製品の品質向上、きめ細やか
な販売促進活動、更なる生産性向上等により通期の増収増益を達成すべく、グループ一丸となって取り
組んでまいります。

中間配当は、1株あたり普通配当10円とさせていただきます。また、年間配当は、普通配当20円を予
定しております。当社は、安定した配当による利益還元の基本方針を維持してまいります。

株主の皆様におかれましては、何卒一層のご支援を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。

 2019年12月吉日

代表取締役会長 兼 社長

名取 三郎

株式会社なとりとそのグループは、自由闊達にして公正で節度ある企業活動により、食文化の創造と発展を
通して、顧客満足・株主還元・社会貢献の実現を図り、社会的に価値ある企業として、この会社に係わる 
すべての人が誇りを持てる会社を目指します。

経営理念

素材の風味を活かし、生産・流通・販売において温度帯にとらわれず、手軽に食べられ、様々な食シーンに
マッチする、楽しさの演出に欠かせないおつまみをお客様にお届けします。ミッション

なとりグループは持続的成長の為に挑戦と革新を続け、“おつまみ”の真のNO.１企業を目指します。
企業

ビジョン 



株主様向け
工場見学会実施のご案内

工場見学会の概要
工 場 名 ㈱なとり 埼玉第二工場（チーズファクトリー）
所 在 地 埼玉県久喜市清久町47番3
工場概要 酪農加工製品（チーズ鱈®等）の製造 応募方法

同封の応募はがきにご記入いただき、お申込み
ください。
締切日　2020年1月15日（水）（当日消印有効）

当選者へのご案内
厳正なる抽選の結果、当選された株主様には、
2020年1月31日までにお電話にてご連絡いた
します。その際にご参加の意思の確認をさせてい
ただきます。お電話が通じないなど、ご参加の意
思が確認できない場合は、当選を無効とさせてい
ただきます。
なお、残念ながら落選された株主様には電話連
絡いたしませんので、あらかじめご了承ください。

お問合せ先
㈱なとり　工場見学係　担当：小寺
■ 電話 ：03-5390-8133
■ 受付時間 ：  9：00～12：00、13：00～16：00

（土、日、祝日を除く）

対象
2019年9月30日現在、当社株式を100株以上保有の
株主様。なお当社グループ関係者のご応募はご遠慮く
ださい。
※抽選で当選された株主様のみご参加いただけます。

待ってるよ♪

● 見学内容
チーズ鱈®の製造工程（見学通路から）をご覧いただけます。
工場見学の最後には、チーズ鱈®等の食べ比べをご体験し
ていただけます。

● 集合・解散場所
久喜駅（ＪＲ東日本東北本線、東武伊勢崎線）
久喜駅と工場との往復は当社手配のバスでご移動い
ただきます。

● 募集人数
各回22名様（ご同伴者様含む） 合計132名様  
株主様１名につき、同伴者様１名のみご参加いただけ
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）

日程 集合時間 見学会所要時間
❶ 2月26日（水） 9:30 10：00～11：30
❷ 2月26日（水） 13:30 14：00～15：30
❸ 3月 5日（木） 9:30 10：00～11：30
❹ 3月 5日（木） 13:30 14：00～15：30
❺ 3月13日（金） 9:30 10：00～11：30
❻ 3月13日（金） 13:30 14：00～15：30

● 開催日時

抽選



製品のご紹介

ありそうでなかったコラボレー
ションでクセになるおいしさ！  
幅広い世代で一緒に楽しめる
チーズ鱈®です。
シーチキン® L フレーク水煮をパ
ウダー状にし、チーズに練り込
んでいます。ギュッと凝縮され

たシーチキン®の旨みとチーズの旨
みが、後引くクセになる味わいとなっています。

寒い冬にピッタリ！  のどにや
さしいねりうめです。
乾燥対策や風邪予防にも
活用されるはちみつやゆ
ず果汁を使用。山田養蜂
場のはちみつを使用し、上品
な甘さと、梅の酸味が調和したマイルドな
味わいです。

◆ チーズ鱈®シーチキン® ◆  ねりうめ 
ゆずはちみつ味

マーケティング・Ｒ＆Ｄ開発本部
鈴木 成美

当社独自の製法で作られた、不思議な食感の
チーズです。
スナック菓子のような見た目とは裏腹に、しっ
とりとした食感と濃厚なチーズの味わいが口
の中に広がります。また、チーズなのにベタつ
かず、手を汚しません。おつまみにもおやつに
も便利な、新しいカタチのチーズです。

◆ 濃厚チーズ 「不思議な新食感！ 
濃厚チーズとは！？」動画の

ご紹介

● ＱＲコードから 
アクセスする

● なとりホームページから見る 
なとりホームページ➡製品情報➡ 
素材菓子➡濃厚チーズ製品情報

人気の
ねりうめシリーズに、

冬の味わいが
登場しました。

マーケティング・Ｒ＆Ｄ開発本部
竹村 有裕美

ロングセラー同士が
生み出す、新しい味わいが
楽しめるチーズ鱈®です。

期間限定 2020年1月まで

おすすめ製品



楽しみ方いろいろ！ 長～い「ジャッキーカ
ルパス」のお徳用大袋です。
ロングサイズなので、そのままかぶり
ついても良し、チーズフォンデュに
使ったり、楽しみ方は無限大です。
ジューシーな肉の旨みとスパイスの香
りが楽しめるロングセラーブランド

「ジャッキーカルパス」オリジナルの味
わいです。

あわびの旨みと食感が一口で堪能
できる贅沢おつまみです。
あわびの旨みを逃がさず味わえる煮

こごり仕 立てに
し、やわらかくも
弾力のある食感に
仕上げました。小
粒サイズを厳選し、
あわびの旨みと食
感を丸ごと一口で
味わえます。

◆ 小粒煮あわび

◆  ロング ジャッキーカルパス® 

一人飲みにピッタリ！ お手頃価格
のおつまみ チータラ®です。
チーズの中でも定番で人気の高い
「レッドチェダー」を使用しました。
お酒によく合う、濃厚でコクの
ある味わいをお楽しみいただけ
ます。

◆  まろやか チータラ®レッドチェダー 

リニューアル

要冷蔵

お徳用

お徳用

2019年秋冬新製品 ハイボール好きが喜ぶ燻製おつまみ
の詰め合わせです。
人気の燻製製品「スモーク チータラ®」

「燻製チーズ」「粗挽きスモークサラミ」
の3種を詰め合わせました。それぞれ
個包装されており、気分に合わせて食
べ比べすることができます。

◆  燻製薫るおつまみセレクション

様々な食シーンに対応！素材を楽し
む、お徳用おしゃぶり昆布です。
昆布そのものを活かしたシンプルな
味付けに仕上げています。食物繊
維たっぷり＆ヘルシーなので健康を
気にする方にも
ピッタリです。
習慣的に食べた
り、大人数でも
お楽しみいただ
けるチャック付き
の大容量サイズ
となっています。

◆ おしゃぶり昆布 



財務ハイライト（連結）

当第2四半期末
（2019年9月30日現在）

負債純資産合計
39,607

流動負債
12,401

固定負債
7,232

純資産
19,974

資産合計
39,607

流動資産
17,896

固定資産
21,711

負債純資産合計
38,550
流動負債
10,958

固定負債
7,320

純資産
20,271

資産合計
38,550

流動資産
16,410

固定資産
22,140

前期末
（2019年3月31日現在）

当第2四半期
（2019年4月1日～2019年9月30日）

現金及び
現金同等物の
期首残高
3,569

投資活動による
キャッシュ・フロー
△467

現金及び
現金同等物の
四半期末残高
2,123

営業活動による
キャッシュ・フロー
△74

財務活動による
キャッシュ・フロー
△904
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■ 売上高 （単位：百万円）

■ 四半期連結貸借対照表の概要 （単位：百万円）

■ 営業利益 （単位：百万円）
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■ 経常利益 （単位：百万円）
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■ 親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益 （単位：百万円）

■ 四半期連結キャッシュ・フロー計算書の概要 （単位：百万円）

現金及び現金同等物の四
半期末残高は期首残高に
対して1,446百万円の減
少になりました。



会社の概要／株式の状況

会 社 名 株式会社なとり
本 　 社 東京都北区王子5丁目5番1号
設 　 立 1948年6月
資 本 金 1,975,125,250円
従業員数 625名（男子396名、女子229名）

発行可能株式総数 40,000,000株 

発行済株式の総数 15,032,209株
株主数 28,702名

会社の概要（2019年9月30日現在） 企業集団の状況

株式状況（2019年9月30日現在）

所有者別（株式数比率） （2019年9月30日現在）

■ 個人・その他 45.9％
■ 金融機関 20.3％
■ 国内法人 13.9％

■ 外国法人等 2.1％
■ 証券会社 1.5％
■ 自己名義株式 16.3％

http://www.natori.co.jp/
ホームページ

▲QRコード

当社の企業集団は、子会社6社及び関連会社1社を
連結対象会社として構成され、おつまみ（「水産加
工製品」「畜肉加工製品」「酪農加工製品」「農産
加工製品」「素材菓子製品」「チルド製品」「その他
製品」）を中心とする食品の製造・販売及び不動産
賃貸を主な内容として事業活動を展開しております。

役員（2019年9月30日現在）

代表取締役会長兼社長 名取　三郎
取締役 執行役員 山形　　正
取締役 執行役員 西村　　豊
取締役 執行役員 名取光一郎
取締役（社外） 岡崎　正憲 
取締役（社外） 中尾　誠男
取締役（社外） 竹内冨貴子

監査役（常勤） 小嶋　利光
監査役（社外） 大野　二朗
監査役（社外） 蒲生　邦道
監査役（社外） 宮部　秀雄
執行役員 鎌田　達夫 
執行役員 今関　利夫
執行役員 永井　邦佳

執行役員 阿部　　覚
執行役員 安宅　　茂
執行役員 柴田　英彦
執行役員 名取　敏男
執行役員 町田　勝臣
執行役員 柳澤　　敦



株主メモ

この報告書は、適切に管理され
た森林からの原料を含むFSC®認
証紙と、環境にやさしい植物油イ
ンキを使用して印刷しています。〒114-8611 東京都北区王子5丁目5番1号

事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日
配当金受領株主確定日 毎年3月31日（期末配当）

毎年9月30日（中間配当）
定時株主総会 毎年6月下旬
株主名簿管理人 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
〒137-8081
新東京郵便局私書箱第29号
℡ 0120-232-711（通話料無料）

特別口座の口座管理機関 三井住友信託銀行株式会社

❶ 未支払配当金のお支払い
 株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行本支店にお申し出ください。
❷  住所変更、単元未満株式の買取請求、配当金受取方法の指定など
  お取引の証券会社等にお申し出ください。なお、特別口座に記録された株式の手続き（証券会社に開設した口座

への振替など）に関しましては、すべて当社の特別口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお問い合わ
せください。

株式に
関する

お手続き
について

　証券会社等にて株式等を管理・購入・取引されている場合には、証券会社等へお届出いただく必要がござ
います（すでにマイナンバーを届出されている場合は原則ご提出の必要はありません）。
　お手続き方法など詳細につきましては、証券会社等へお問い合わせください。

　マイナンバーのお届出に関するお問い合わせ先 
証券口座にて株式を管理されている株主さま
お取引のある証券会社等までお問い合わせください。
証券会社とのお取引がない株主さま
下記株主名簿管理人のフリーダイヤルまで
お問い合わせください。

三菱ＵＦＪ信託銀行  証券代行部　　 
 0120-232-711

三菱ＵＦＪ信託銀行  大阪証券代行部 
 0120-094-777

株式に関する「マイナンバー制度」のご案内

■ 2016年1月以降、新たに証券会社とお取引をされる株
主さまは、マイナンバーを証券会社に届出する必要が
ございます。

■ 2015年12月以前より証券会社とお取引をされている
株主さまは、2019年1月以降の最初に売却代金や配
当金の支払を受ける時までにマイナンバーのお届出が
必要となります。

  すでにマイナンバーを届出されている場合は原則ご提
出の必要はありません。

マイナンバーのお届出が必要な時期について

同連絡先 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
℡ 0120-782-031（通話料無料）

上場証券取引所 東京証券取引所
公告の方法 電子公告の方法によります。ただし電子

公告によることができないやむを得ない
事由が生じた場合は、日本経済新聞に
掲載いたします。
電子公告ホームページ
http://www.natori.co.jp/koukoku/
index.html


