
ごあいさつ株主メモ製品ラインナップ

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（2020年4月1日から2021年3月31日まで）の連結業績
は、売上高490.4億円（前年同期479.7億円）、営業利益22.5億円

（同15.5億円）、経常利益24.9億円（同16.3億円）、親会社株主に 
帰属する当期純利益17.3億円（同11.0億円）となりました。

売上につきましては、コロナ禍で帰省・行楽需要の減少や買い 
控え傾向が続く中、巣ごもり需要や節約志向に対応した製品の 
重点的投入、きめ細かい販売促進策等を積極的に進めた結果、 
増収を確保することができました。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、原材料費や運送費の値上がり影響
を受けており、設備投資に伴う費用増もありましたが、売上増及びプロダクトミックスの改善や工場の稼働率増
加による原価低減、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たことに加
え、コロナ対策に伴い営業活動に関わる費用等が減少した結果、増益となりました。

期末配当につきましては、1株あたり普通配当11円に、コロナ禍による厳しい環境下でもご支援いただきまし
た株主の皆様へ感謝し、特別配当1円を加え、あわせて12円（前期末配当10円）とさせていただきます。中間と期
末を合わせた年間配当は、1株あたり22円（前期年間配当20円）となります。

中期経営計画「バリューアップ イノベーション74」の最終年度である今期も、品質管理を徹底し、安全・安心な
商品の提供に努めるとともに、楽しさの演出に欠かせないおいしいおつまみをお届けしてまいります。

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。

2021年6月吉日

代表取締役会長 兼 社長

名取 三郎

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

株主様限定の工場見学会は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当面の間中止とさせていただきます。 
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

工場見学中止のお知らせ

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
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会社の概要／株式の状況財務ハイライト（連結）製品紹介 トピックス

https://www.natori.co.jp/
ホームページ

▲QRコード

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 623名

会社の概要（2021年3月31日現在） 企業集団の状況
当社の企業集団は、子会社5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。

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 33,361名

株式状況�（2021年3月31日現在）

所有者別（株式数比率） （2021年3月31日現在）

■ 個人・その他 48.0％
■ 金融機関 17.9％
■ 国内法人 13.7％

■ 外国法人等 2.3％
■ 証券会社 1.8％
■ 自己名義株式 16.3％

役員（2021年6月29日現在）
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■ 売上高 （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） ■ 親会社株主に帰属する当期純利益 （単位：百万円）

第73期末
（2021年3月31日現在）

流動負債
11,231

固定負債
5,655

純資産
22,281

負債純資産合計
39,168
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第72期末
（2020年3月31日現在）

第73期
（2021年3月期）

現金及び
現金同等物の

期首残高
2,266

投資活動による
キャッシュ・フロー

△405

現金及び
現金同等物の
期末残高
3,341

営業活動による
キャッシュ・フロー

3,304
財務活動による

キャッシュ・フロー
△1,824

■ 連結貸借対照表の概要 （単位：百万円） ■ 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期末残高は
期首残高に対して1,074百万円の
増加になりました。

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

「たんぱく質豊富」訴求の取り組み2021年3月リニューアル

2021年3月新発売

今年で発売10周年。“肉厚なのに
食べやすい、ほぐれる旨さ”はその
ままに、品質・
デ ザインをリ
ニューアルしま
した。内容量
も増量し、より
魅力的な製品
となりました。

軽いくちあたりなのに
しっとり濃厚な新食感
チーズです。商品の特
長を分かりやすくする
ために、デザインをリ
ニューアルしました。

THEおつまみBEEF
厚切ビーフジャーキー

不思議な新食感 濃厚チーズ

家飲みをさらに楽しくする、お酒にピッタリ
の味わい。濃厚なバターのコクと醤油の香
ばしい味わいが後
を引くさきいかで
す。

原料と製法にこだわった「一度は
食べていただきたいシリーズ」の
小袋タイプを、今春さらに２品追加 
し、合計４品
となりました。

おつまみいか バター醤油味 一度は食べていただきたい
燻製チーズ/粗挽きサラミ 小袋

▲
 詳細は 

こちら

パッケージ裏面パッケージ表面

当社は、高たんぱく製品※を対象に「たんぱく質豊富」
を訴求する取り組みを開始しました。厚生労働省が
2020年に公表した「日本人の食事摂取基準」では、50
歳以上のたんぱく質の目標摂取量が引き上げられまし
た。加齢による筋力の低下を抑え、健康寿命を延ばす
ことが目的です。たんぱく質はエネルギー源としてだけ
でなく、骨格を作るために必須の栄養成分であることか
ら、年配の方だけでなく若年層にも積極的な摂取が求
められています。
※  高たんぱく製品：1製品100gあたり16.2g以上のたんぱく質が含まれ

ている製品

当社製品の多くは、たんぱく質が豊富に含まれ、しか
も手軽に楽しみながら摂取できる特長があります。い
か・畜肉製品を中心にパッケージやホームページを通じ
て、たんぱく質摂取の重要性と当社製品で手軽にたん
ぱく質を摂取できることをお伝えしていきます。

楽しみながらたんぱく質を摂取して健康的に
過ごす人を表した当社オリジナルのマーク
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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 623名

会社の概要（2021年3月31日現在） 企業集団の状況
当社の企業集団は、子会社5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。

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 33,361名

株式状況�（2021年3月31日現在）

所有者別（株式数比率） （2021年3月31日現在）

■ 個人・その他 48.0％
■ 金融機関 17.9％
■ 国内法人 13.7％

■ 外国法人等 2.3％
■ 証券会社 1.8％
■ 自己名義株式 16.3％
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（2021年3月31日現在）
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■ 連結貸借対照表の概要 （単位：百万円） ■ 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期末残高は
期首残高に対して1,074百万円の
増加になりました。

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

「たんぱく質豊富」訴求の取り組み2021年3月リニューアル

2021年3月新発売

今年で発売10周年。“肉厚なのに
食べやすい、ほぐれる旨さ”はその
ままに、品質・
デ ザインをリ
ニューアルしま
した。内容量
も増量し、より
魅力的な製品
となりました。

軽いくちあたりなのに
しっとり濃厚な新食感
チーズです。商品の特
長を分かりやすくする
ために、デザインをリ
ニューアルしました。

THEおつまみBEEF
厚切ビーフジャーキー

不思議な新食感 濃厚チーズ

家飲みをさらに楽しくする、お酒にピッタリ
の味わい。濃厚なバターのコクと醤油の香
ばしい味わいが後
を引くさきいかで
す。

原料と製法にこだわった「一度は
食べていただきたいシリーズ」の
小袋タイプを、今春さらに２品追加 
し、合計４品
となりました。

おつまみいか バター醤油味 一度は食べていただきたい
燻製チーズ/粗挽きサラミ 小袋

▲
 詳細は 

こちら

パッケージ裏面パッケージ表面

当社は、高たんぱく製品※を対象に「たんぱく質豊富」
を訴求する取り組みを開始しました。厚生労働省が
2020年に公表した「日本人の食事摂取基準」では、50
歳以上のたんぱく質の目標摂取量が引き上げられまし
た。加齢による筋力の低下を抑え、健康寿命を延ばす
ことが目的です。たんぱく質はエネルギー源としてだけ
でなく、骨格を作るために必須の栄養成分であることか
ら、年配の方だけでなく若年層にも積極的な摂取が求
められています。
※  高たんぱく製品：1製品100gあたり16.2g以上のたんぱく質が含まれ

ている製品

当社製品の多くは、たんぱく質が豊富に含まれ、しか
も手軽に楽しみながら摂取できる特長があります。い
か・畜肉製品を中心にパッケージやホームページを通じ
て、たんぱく質摂取の重要性と当社製品で手軽にたん
ぱく質を摂取できることをお伝えしていきます。

楽しみながらたんぱく質を摂取して健康的に
過ごす人を表した当社オリジナルのマーク
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ごあいさつ株主メモ製品ラインナップ

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（2020年4月1日から2021年3月31日まで）の連結業績
は、売上高490.4億円（前年同期479.7億円）、営業利益22.5億円

（同15.5億円）、経常利益24.9億円（同16.3億円）、親会社株主に 
帰属する当期純利益17.3億円（同11.0億円）となりました。

売上につきましては、コロナ禍で帰省・行楽需要の減少や買い 
控え傾向が続く中、巣ごもり需要や節約志向に対応した製品の 
重点的投入、きめ細かい販売促進策等を積極的に進めた結果、 
増収を確保することができました。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、原材料費や運送費の値上がり影響
を受けており、設備投資に伴う費用増もありましたが、売上増及びプロダクトミックスの改善や工場の稼働率増
加による原価低減、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たことに加
え、コロナ対策に伴い営業活動に関わる費用等が減少した結果、増益となりました。

期末配当につきましては、1株あたり普通配当11円に、コロナ禍による厳しい環境下でもご支援いただきまし
た株主の皆様へ感謝し、特別配当1円を加え、あわせて12円（前期末配当10円）とさせていただきます。中間と期
末を合わせた年間配当は、1株あたり22円（前期年間配当20円）となります。

中期経営計画「バリューアップ イノベーション74」の最終年度である今期も、品質管理を徹底し、安全・安心な
商品の提供に努めるとともに、楽しさの演出に欠かせないおいしいおつまみをお届けしてまいります。

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。

2021年6月吉日

代表取締役会長 兼 社長

名取 三郎

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

株主様限定の工場見学会は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当面の間中止とさせていただきます。 
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

工場見学中止のお知らせ

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

チルド製品

3.1％
その他製品

7.1％

水産加工製品

43.6％
一度は食べて
いただきたい

おいしいあたりめ

一度は食べて
いただきたい

おいしいさきいか
おつまみいか
バター醤油味

黒胡椒サラミ

うまいか JUST PACK
チーズかまぼこ

北海道産
帆立貝柱燻製

茎わかめ 梅味 おつまみ昆布

まろやか チータラ®

カマンベール
おつまみ磯貝 おつまみ

セレクション
うずらの味付け
たまご燻製風味

酒肴逸品
ほたて塩焼き

磯貝
だし醤油焼き

農産加工製品

4.1％
素材菓子製品

4.1％
JOLLY PACK

つぶ餅ピーナッツ
食塩無添加

ミックスナッツ
こんぶ飴 黒まめおやつ ねりうめ

はちみつ味
甘ずっぱい

カリカリ梅 種ぬき

酪農加工製品

18.6％
一度は食べて
いただきたい

熟成 チーズ鱈®

一度は食べて
いただきたい
燻製チーズ

チーズ好きが食べる
おいしい チーズ鱈®

おつまみチーズ
熟成チェダーチーズ入り

JUST PACK 
チータラ®

不思議な新食感
濃厚チーズ

畜肉加工製品

18.7％
一度は食べて
いただきたい

おいしいサラミ

一度は食べて
いただきたい 
粗挽きサラミ

THEおつまみBEEF
厚切ビーフジャーキー

OTSUMAMI牧場
ジャッキーカルパス®

ペンシルカルパス

NEW

製品群別の売上構成比（2021年3月31日現在） NEW …2021年春夏新製品

賃貸収入�0.7％ 証券コード 2922

株主のみなさまへ

第73期 報告書
2020年４月１日 ▶ 2021年３月31日
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ごあいさつ株主メモ製品ラインナップ
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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。
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は、売上高490.4億円（前年同期479.7億円）、営業利益22.5億円
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加による原価低減、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たことに加
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中期経営計画「バリューアップ イノベーション74」の最終年度である今期も、品質管理を徹底し、安全・安心な
商品の提供に努めるとともに、楽しさの演出に欠かせないおいしいおつまみをお届けしてまいります。

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。

2021年6月吉日

代表取締役会長 兼 社長

名取 三郎
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証紙と、環境にやさしい植物油イ
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　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
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必要となります。
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こんぶ飴 黒まめおやつ ねりうめ

はちみつ味
甘ずっぱい

カリカリ梅 種ぬき

酪農加工製品

18.6％
一度は食べて
いただきたい

熟成 チーズ鱈®

一度は食べて
いただきたい
燻製チーズ

チーズ好きが食べる
おいしい チーズ鱈®

おつまみチーズ
熟成チェダーチーズ入り

JUST PACK 
チータラ®

不思議な新食感
濃厚チーズ

畜肉加工製品

18.7％
一度は食べて
いただきたい

おいしいサラミ

一度は食べて
いただきたい 
粗挽きサラミ

THEおつまみBEEF
厚切ビーフジャーキー

OTSUMAMI牧場
ジャッキーカルパス®

ペンシルカルパス

NEW

製品群別の売上構成比（2021年3月31日現在） NEW …2021年春夏新製品

賃貸収入�0.7％ 証券コード 2922

株主のみなさまへ
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