
株主メモトピックス ごあいさつ

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

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

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

　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

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。また、
新型コロナウイルス感染症に罹患された皆様に、お見舞い申し
あげますとともに、医療従事者はじめ治療あるいは防疫にご尽
力いただいている関係者の皆様に、改めて感謝申しあげます。

第73期上期（2020年4月1日から2020年9月30日まで）
の連結業績は、売上高239.1億円（前年同期231.1億円）、経
常利益10.1億円（同6.9億円）、親会社株主に帰属する四半期
純利益7.1億円（同4.5億円）となりました。

売上につきましては、新型コロナウイルス感染拡大の影響で
春の大型連休、夏休みの帰省・行楽需要が著しく減少したもの
の、巣ごもり需要による売上増があり、増収となりました。利
益につきましては、2017年3月期の下期より続く国産するめいかの不漁等に順次対応しているものの、当期
も更に悪化しており、原材料費や運送費の値上がり影響を大きく受けておりますが、一部製品の規格変更、
業務の無駄取りなどコストコントロール等の諸施策を講じ、増益となりました。

中間配当につきましては、先行きが不透明なこともあり、期初の予想通り、1株あたり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。

新型コロナウイルスの影響により、8月以降買い控えが顕在化するなど、厳しい経営環境が続くことが予測
されます。引き続き、あらゆる感染防止対策を講じて、従業員の安全確保に取り組むとともに、品質管理を徹
底し、お取引先様とともに安定的なサプライチェーンの維持を図り、安全・安心な商品の提供に努めてまいり
ます。なとりグループは、全社一丸となってこの困難を乗り越えるべく、尽力してまいります。

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。

2020年12月吉日

なとりグループは、創業者・名取光男が「食こそ命なり」という強い考えのもと1937年に創業してから現
在に至るまで、「食」に関わる事業を通じて、社会に貢献しながら成長を遂げ、企業価値の向上に努めてまい
りました。

事業活動を通じた「社会課題の解決」としては、これまでに
もESG（環境・社会・ガバナンス）の視点を重視して社会・
環境問題に積極的に取り組んでまいりましたが、2019年以降
は、2030年に向けて世界が合意した「持続可能な開発目標

（SDGs）」への取り組みとして、従来から取り組んできた「食
品ロスの削減」と「プラスチック問題への対応」を柱に、環境
負荷軽減を目指しています。

代表取締役会長 兼 社長

名取 三郎

プラスチック問題への対応食品ロスの削減
製品廃棄の削減
● 賞味期間延長
● 賞味期限年月表示化

1

規格外品の有効活用
製造工程で発生する規格外品を徳用製
品として有効活用する

2

● パッケージの削減
● 薄肉化
● 袋サイズの縮小

● トレーの削減
⃝ トレー使用製品からトレーを抜く
⃝ PETボトルを再利用した素材に切り
替え

使用量の抑制1

● 廃プラの熱回収リサイクル等
再資源化2

具体的な取り組み

なとりグループ	SDGsへの取り組み基本方針

おつまみを通して持続可能な環境と社会の実現に貢献します。

●	なとりグループのSDGsへの取り組み	●

証券コード 2922

株主のみなさまへ

2020年４月１日 ▶ 2020年9月30日

第73期

中間報告書

CO2排出量の削減
エネルギー効率の高い設備への更新
高生産性設備への更新、LED照明への
切り替え

1

クリーンなエネルギーへの転換
燃料を重油からLPガスに変更

2
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2020年12月吉日

なとりグループは、創業者・名取光男が「食こそ命なり」という強い考えのもと1937年に創業してから現
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事業活動を通じた「社会課題の解決」としては、これまでに
もESG（環境・社会・ガバナンス）の視点を重視して社会・
環境問題に積極的に取り組んでまいりましたが、2019年以降
は、2030年に向けて世界が合意した「持続可能な開発目標

（SDGs）」への取り組みとして、従来から取り組んできた「食
品ロスの削減」と「プラスチック問題への対応」を柱に、環境
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代表取締役会長 兼 社長

名取 三郎

プラスチック問題への対応食品ロスの削減
製品廃棄の削減
● 賞味期間延長
● 賞味期限年月表示化

1

規格外品の有効活用
製造工程で発生する規格外品を徳用製
品として有効活用する

2

● パッケージの削減
● 薄肉化
● 袋サイズの縮小

● トレーの削減
⃝ トレー使用製品からトレーを抜く
⃝ PETボトルを再利用した素材に切り
替え

使用量の抑制1

● 廃プラの熱回収リサイクル等
再資源化2

具体的な取り組み

なとりグループ	SDGsへの取り組み基本方針

おつまみを通して持続可能な環境と社会の実現に貢献します。

●	なとりグループのSDGsへの取り組み	●

証券コード 2922

株主のみなさまへ

2020年４月１日 ▶ 2020年9月30日

第73期

中間報告書

CO2排出量の削減
エネルギー効率の高い設備への更新
高生産性設備への更新、LED照明への
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1

クリーンなエネルギーへの転換
燃料を重油からLPガスに変更
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2020年冬季限定品

会社の概要／株式の状況財務ハイライト（連結）製品紹介

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 631名（男子399名、女子232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 27,199名

会社の概要（2020年9月30日現在） 企業集団の状況

株式状況（2020年9月30日現在）

所有者別（株式数比率） （2020年9月30日現在）

■ 個人・その他 43.9％
■ 金融機関 21.4％
■ 国内法人 14.2％

■ 外国法人等 2.4％
■ 証券会社 1.8％
■ 自己名義株式 16.3％

https://www.natori.co.jp/
ホームページ

▲QRコード
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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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第71期
（2019年3月期）
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（見通し）

第73期
（2021年3月期）
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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159百万円の増加
になりました。

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（2020年9月30日現在）

代表取締役会長兼社長 名取　三郎
取締役 常務執行役員 名取光一郎
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 阿部　　覚
取締役 執行役員 安宅　　茂
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 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
執行役員 森岡　康之

あの“金のおつまみ”「一度は食べ
ていただきたいシリーズ」がもっ
と気軽に普段使いできるカワイイ
小袋タイプになりました。

いかの旨みを活かしたさっ
ぱりとした味わい。やわら
かい食感、便利な個包装
でおつまみにもおやつにも
ピッタリです。

酢いかスティック

濃厚なチェダーチー
ズといかの旨みが相
性抜群。肉厚なのに
やわらかく食べやす
い食感です。

チーズいか

2018年に期間限定で発売し
た「チータラ®ピザポテト味」
を、 大好評につき再発売。
ピザポテトの一番おいしいと
ころ、「あのチーズ部分」を存
分に楽しめます。

誰もが知っている シーチキン®と
コラボした「チーズかまぼこ シー
チキン®マヨネーズ味」。シーチキ
ン®の旨みがギュッと詰まった
チーズかまぼこは、個包装なの
で家族みんなでシェアできます。

カルビー はごろもフーズ

2020年
9月

新発売

他社
コラボ
製品

チータラ®

ピザポテト

チーズかまぼこ

シーチキン®

「不思議な新食感 濃厚チーズ」より
ブルーチーズブレンドが登場。程
よくブルーチーズの味わいが感じ
られます。

不思議な新食感 
濃厚チーズ
ブルーチーズブレンド

一度は食べていただきたい
熟成 チーズ鱈®/おいしいサラミ
小袋

噛むたびに広がる肉の旨みと唐辛子の辛さが
クセになります。肉厚で食べ応えがありなが
らも食べやすい厚切りビーフジャーキーです。

辛口THEおつまみBEEF

2020年
冬季限定品
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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159百万円の増加
になりました。

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（2020年9月30日現在）

代表取締役会長兼社長 名取　三郎
取締役 常務執行役員 名取光一郎
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 阿部　　覚
取締役 執行役員 安宅　　茂
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 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
執行役員 森岡　康之

あの“金のおつまみ”「一度は食べ
ていただきたいシリーズ」がもっ
と気軽に普段使いできるカワイイ
小袋タイプになりました。

いかの旨みを活かしたさっ
ぱりとした味わい。やわら
かい食感、便利な個包装
でおつまみにもおやつにも
ピッタリです。

酢いかスティック

濃厚なチェダーチー
ズといかの旨みが相
性抜群。肉厚なのに
やわらかく食べやす
い食感です。

チーズいか

2018年に期間限定で発売し
た「チータラ®ピザポテト味」
を、 大好評につき再発売。
ピザポテトの一番おいしいと
ころ、「あのチーズ部分」を存
分に楽しめます。

誰もが知っている シーチキン®と
コラボした「チーズかまぼこ シー
チキン®マヨネーズ味」。シーチキ
ン®の旨みがギュッと詰まった
チーズかまぼこは、個包装なの
で家族みんなでシェアできます。

カルビー はごろもフーズ

2020年
9月

新発売

他社
コラボ
製品

チータラ®

ピザポテト

チーズかまぼこ

シーチキン®

「不思議な新食感 濃厚チーズ」より
ブルーチーズブレンドが登場。程
よくブルーチーズの味わいが感じ
られます。

不思議な新食感 
濃厚チーズ
ブルーチーズブレンド

一度は食べていただきたい
熟成 チーズ鱈®/おいしいサラミ
小袋

噛むたびに広がる肉の旨みと唐辛子の辛さが
クセになります。肉厚で食べ応えがありなが
らも食べやすい厚切りビーフジャーキーです。

辛口THEおつまみBEEF
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2020年冬季限定品

会社の概要／株式の状況財務ハイライト（連結）製品紹介

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 631名（男子399名、女子232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 27,199名

会社の概要（2020年9月30日現在） 企業集団の状況

株式状況（2020年9月30日現在）

所有者別（株式数比率） （2020年9月30日現在）

■ 個人・その他 43.9％
■ 金融機関 21.4％
■ 国内法人 14.2％

■ 外国法人等 2.4％
■ 証券会社 1.8％
■ 自己名義株式 16.3％

https://www.natori.co.jp/
ホームページ
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株主メモトピックス ごあいさつ

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

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

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

　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

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。また、
新型コロナウイルス感染症に罹患された皆様に、お見舞い申し
あげますとともに、医療従事者はじめ治療あるいは防疫にご尽
力いただいている関係者の皆様に、改めて感謝申しあげます。

第73期上期（2020年4月1日から2020年9月30日まで）
の連結業績は、売上高239.1億円（前年同期231.1億円）、経
常利益10.1億円（同6.9億円）、親会社株主に帰属する四半期
純利益7.1億円（同4.5億円）となりました。

売上につきましては、新型コロナウイルス感染拡大の影響で
春の大型連休、夏休みの帰省・行楽需要が著しく減少したもの
の、巣ごもり需要による売上増があり、増収となりました。利
益につきましては、2017年3月期の下期より続く国産するめいかの不漁等に順次対応しているものの、当期
も更に悪化しており、原材料費や運送費の値上がり影響を大きく受けておりますが、一部製品の規格変更、
業務の無駄取りなどコストコントロール等の諸施策を講じ、増益となりました。

中間配当につきましては、先行きが不透明なこともあり、期初の予想通り、1株あたり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。

新型コロナウイルスの影響により、8月以降買い控えが顕在化するなど、厳しい経営環境が続くことが予測
されます。引き続き、あらゆる感染防止対策を講じて、従業員の安全確保に取り組むとともに、品質管理を徹
底し、お取引先様とともに安定的なサプライチェーンの維持を図り、安全・安心な商品の提供に努めてまいり
ます。なとりグループは、全社一丸となってこの困難を乗り越えるべく、尽力してまいります。

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。

2020年12月吉日

なとりグループは、創業者・名取光男が「食こそ命なり」という強い考えのもと1937年に創業してから現
在に至るまで、「食」に関わる事業を通じて、社会に貢献しながら成長を遂げ、企業価値の向上に努めてまい
りました。

事業活動を通じた「社会課題の解決」としては、これまでに
もESG（環境・社会・ガバナンス）の視点を重視して社会・
環境問題に積極的に取り組んでまいりましたが、2019年以降
は、2030年に向けて世界が合意した「持続可能な開発目標

（SDGs）」への取り組みとして、従来から取り組んできた「食
品ロスの削減」と「プラスチック問題への対応」を柱に、環境
負荷軽減を目指しています。

代表取締役会長 兼 社長

名取 三郎

プラスチック問題への対応食品ロスの削減
製品廃棄の削減
● 賞味期間延長
● 賞味期限年月表示化

1

規格外品の有効活用
製造工程で発生する規格外品を徳用製
品として有効活用する

2

● パッケージの削減
● 薄肉化
● 袋サイズの縮小

● トレーの削減
⃝ トレー使用製品からトレーを抜く
⃝ PETボトルを再利用した素材に切り
替え

使用量の抑制1

● 廃プラの熱回収リサイクル等
再資源化2

具体的な取り組み

なとりグループ	SDGsへの取り組み基本方針

おつまみを通して持続可能な環境と社会の実現に貢献します。

●	なとりグループのSDGsへの取り組み	●
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CO2排出量の削減
エネルギー効率の高い設備への更新
高生産性設備への更新、LED照明への
切り替え

1

クリーンなエネルギーへの転換
燃料を重油からLPガスに変更

2
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