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明治ホールディングス株式会社
代表取締役社長　松尾 正彦

食品から医薬品まで、
幅広い分野で貢献する
ユニークな企業グループを目指して

　株主のみなさまには、日頃より格別のご高配を賜り厚く御
礼申し上げます。
　　
　さて、当社は、2017年3月31日をもちまして、第8期事業
年度を終了いたしましたので、ここに事業等の概況につきま
してご報告申し上げます。
　当期におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善が続く
中、個人消費や設備投資にも持ち直しの動きが見られるなど、
総じて緩やかな回復基調で推移しました。しかしながら、海外
経済の景気下振れリスクや為替相場の変動による国内経済

への影響も懸念されるなど、今後の経済動向には注視してい
く必要があります。

　こうした中、当社グループは2015-2017年度グループ中
期経営計画「STEP…UP…17」の２年目を迎え、重点テーマ「成
長の加速とさらなる収益性向上」に基づき「優位事業の強化
と新たな成長への挑戦」「環境変化に対応しうる収益力の強
化」「グローバル展開の推進」「経営基盤の進化」に向けた取
り組みを引き続き進めました。
　食品セグメントでは、「STEP…UP…17」の重点テーマに沿った
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「選択と集中」や構造改革を進め、着実な成長に向けて取り組
みました。
　医薬品セグメントでは、2016年４月に実施された薬価改定
の影響を大きく受ける中、重点領域の感染症治療薬・中枢神
経系用薬の既販品に加え、新薬の普及活動に取り組みました。

　この結果、当期売上高は１兆2,424億80百万円（前期比…
1.5％増）、営業利益は…883億95百万円（同13.6％増）、経常
利益は…888億39百万円（同8.6％増）、親会社株主に帰属す
る当期純利益は、前期に固定資産譲渡に伴う特別利益を計上
した影響などにより、前期と比べ減益の…607億86百万円（同…
2.9％減）となりました。

　食品業界では、国内における人口減少・少子高齢化の進行
や、中長期的な輸入原材料の調達面・価格面への対処、安全・
安心への取り組みなどが急務となっております。
　こうした環境下、食品セグメントでは選択と集中の加速に
よるコア商品カテゴリーのシェア拡大、継続的なコストダウ
ンや事業構造改革の推進、品質保証体制のさらなる強化と
明治ブランドの価値向上などに取り組んでまいります。

　医薬品業界では国民医療費抑制策の一環として、ジェネ
リック化の推進や、薬価の毎年改定が議論されるなど、現在
の国内市場環境は大きな変革の流れの中にあります。
　こうした環境下、医薬品セグメントでは持続的な成長の実
現に向けて、感染症・中枢神経系・免疫炎症の各重点領域お
よびジェネリック医薬品のプレゼンス向上を図ってまいりま
す。また、グローバルな生産・品質保証体制の強化により、
ローコストオペレーションの徹底ならびに安定供給および適
正品質の確保に一層取り組んでまいります。併せて、海外事
業のさらなる収益力強化に向け、輸出および海外子会社の
事業拡大にも取り組んでまいります。

　なお、当期の配当金については、期末配当金を１株当たり
65円（普通配当…45円、創業100周年記念配当…20円）とさ
せていただきます。この結果、年間配当額は中間配当金と合
わせて１株当たり…110円、連結配当性向は…26.6％となりま
す。

　株主のみなさまにおかれましては、今後ともより一層のご
支援を賜りますよう、お願い申し上げます。
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分割を実施しております。2014年度の期首に当該株式分割が行わ
れたと仮定して、「1株当たり当期純利益」を算定しております。 2



セグメント別概況のご報告

食品セグメント（　　　　　　　）

　当セグメントでは、売上高は前期を上回りました。発酵デイリー事業、その他事業は前期を上回り、菓子事業は前期並みと
なりましたが、加工食品事業と栄養事業は商品数の絞り込みを実施した影響などにより前期を下回りました。
　営業利益は前期を大幅に上回りました。主力商品の伸長によるプロダクトミックスの改善、生産や物流の効率化などの構
造改革に加えて、各種費用の効率的支出に取り組んだ結果、全事業が前期を大幅に上回りました。

…プロバイオティクスヨーグルトは前期を大幅に上回りました。
「明治プロビオヨーグルトＲ－１」は、継続したコミュニケー
ション施策と売り場づくりの強化が奏功し大幅に伸長しま
した。
…「明治ブルガリアヨーグルト」は前期を上回りました。主力の
プレーンタイプは、ヨーグルトの健康価値への関心が高
まったことや、食べ方の多様化による喫食頻度の継続的な

1,082,115百万円
（87.0%）
82,950百万円
（93.5%）

売上高

営業利益

売上高／
営業利益
構成比

売上高

1兆821億円
（前期比 ： 2.0％増）

営業利益

829億円
（前期比 ： 21.5％増）

拡大により、ブランド全体をけん引しました。
…牛乳類は前期を下回りましたが、主力の「明治おいしい牛
乳」は料理素材としての活用を訴求する継続的な取り組み
が奏功し前期を上回りました。2016年９月に九州地区で先
行発売した新容器の「明治おいしい牛乳（900ml）」も好調
に推移しました。

▼明治プロビオヨーグルトR―1

明治プロビオヨーグルトPA―3▶

明治プロビオヨーグルトLG21▶
明治おいしい牛乳▶

▲明治ブルガリアヨーグルトLB81

▲明治白のひととき珈琲

▲明治ミルクで元気
　（宅配専用）

発酵デイリー事業 ヨーグルト、牛乳類、飲料等
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…市販チーズはナチュラルチーズおよびプロセスチーズと
もに好調に推移し、前期を上回りました。特に主力の「明治
北海道十勝カマンベールチーズ」や「明治北海道十勝ス
マートチーズ」の伸長が全体をけん引しました。
…市販マーガリンは市場低迷の影響により前期を下回りま
した。

…チョコレートは前期を上回りました。「チョコレート効果」シ
リーズなどの健康志向チョコレートは、カカオ豆の持つ健
康効果への関心が高まる中、前期を大幅に上回りました。
また、2016年９月に大幅リニューアルを実施したプレミア
ムチョコレートの「明治…ザ・チョコレート」は、商品コンセプ
トやパッケージデザインが高く評価され、前期を大幅に上

…アイスクリームは、2016年12月に発売した「明治…エッセ
ルスーパーカップ」シリーズの新商品の寄与もあり、全体
では前期を上回りました。
…冷凍食品では、グラタン群は新商品の寄与などにより前期
を大幅に上回りましたが、主力のピザ群が前期を大幅に下
回った結果、全体では前期を下回りました。

回りました。
…グミは主力ブランドである「果汁グミ」に加えて「ポイフル」
などのブランドも大幅に伸長した結果、前期を大幅に上回
りました。
…ガムは市場低迷の影響により前期を下回りました。

▲明治北海道十勝
　カマンベールチーズ

▼明治コーンソフト

▲銀座カリー中辛
▲明治 エッセルスーパーカップ

超バニラ

▼meiji GOLD LINE 
バニラ

▲明治ミルクチョコレート

▼アーモンドチョコ

▲チョコレート効果
カカオ72％BOX

▼果汁グミぶどう
▼きのこの山

加工食品事業 チーズ、バター・マーガリン、クリーム、アイスクリーム、冷凍食品等

菓子事業 チョコレート、グミ、ガム等
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…スポーツ栄養は前期を上回りました。特に「ザバス」は、ジュ
ニア層をはじめとしたユーザー層の拡大により前期を大幅
に上回りました。
…粉ミルクはインバウンド需要が寄与したことに加え、キュー
ブタイプも好調に推移したことにより前期を上回りました。

●…輸出事業では、粉ミルクは台湾やパキスタン向け
が好調に推移するとともに、2016年６月より再開
したベトナム向けの販売も寄与し、前期を大幅に
上回りました。

●…中国では、菓子事業およびアイスクリーム事業が
為替の影響により前期を下回りましたが、牛乳・

…流動食は前期を上回りました。特に市販用は店頭での売り
場づくりやプロモーション活動の強化が奏功し、前期を大幅
に上回りました。
…美容は「アミノコラーゲン」が前期を大幅に下回りました。

ヨーグルト事業が販売エリア拡大や業務用商品の
好調により大幅に伸長したことから、中国全体では
前期を大幅に上回りました。

●…米国では、「ハローパンダ」「ヤンヤン」などの明治
ブランド品がそれぞれ大幅に伸長しましたが、為
替の影響により前期を下回りました。

海外
事業

▼ザバス ホエイプロテイン100
　ココア

◀ヴァーム顆粒

◀明治ステップ
　らくらくキューブ

◀アミノコラーゲン
　スターターキット

▲明治うがい薬
◀明治メイバランス
　Miniカップ バナナ味

栄養事業 スポーツ栄養、粉ミルク、流動食、美容、一般用医薬品等
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　明治ホールディングス（株）は、（株）東京証券取引所が主催する第5回（2016年
度）「企業価値向上表彰」において、優秀賞を受賞しました。企業価値向上表彰は、
（株）東京証券取引所の全上場会社（約3,500社）を対象に、資本コストをはじめと
する投資家の視点を強く意識した経営を実践し、企業価値の向上を実現している
会社を表彰するものです。
　選考にあたっては、アンケートや選考委員による社長
インタビューが行われました。
　2月20日の表彰式では松尾社長が登壇し、受賞ス
ピーチを行いました。また、3月14日に行われた「ニッポ
ンの企業力『企業価値向上経営シンポジウム2017』」に
おいて受賞会社のプレゼンテーションがあり、左座常務
（現・専務）が明治グループの取り組みを紹介しました。

　明治ホールディングス（株）のウェブサイト
「個人投資家の皆さまへ」をリニューアル
しました。「知っておきたい明治グループの
あれこれ」と題し、明治グループの歴史や
事業内容、経営計画などを写真、イラスト
を使い分かりやすく掲載しています。
　また、「明治グループの株主になると」では
配当金や株主優待についてもご紹介して
います。
　皆さま、ぜひご覧ください！
http://www.meiji.com/investor/individual/

TOPICS

表彰式でトロフィーを授与される松尾社長（左）
シンポジウムで講演する
左座常務（現・専務）

「個人投資家の皆さまへ」ページのご案内

東京証券取引所主催「企業価値向上表彰」で
優秀賞を受賞しました

スマートフォンからも
ご覧いただけます。

明治ホールディングス　個人投資家 検索
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セグメント別概況のご報告

161,620百万円
（13.0%）

売上高

5,781百万円
（6.5%）

営業利益

国内
…感染症治療薬では、抗菌薬「メイアクト」は市場における
ジェネリック製品の浸透が進んだことにより前期を大幅に
下回りました。また、抗菌薬「オラペネム」は前期を大幅に
下回りました。
…中枢神経系用薬では、主力の抗うつ薬「リフレックス」は医
薬情報担当者（ＭＲ）による積極的な普及活動により、前期
を上回りました。
…ジェネリック医薬品は薬価改定の影響により前期を下回り
ました。抗菌薬「タゾピペ配合静注用…明治」は前期を大幅
に上回りましたが、主力の高血圧症治療薬「アムロジピン
錠…明治」や、アルツハイマー型認知症治療薬「ドネペジル…

　当セグメントでは、売上高は前期を下回りました。2016年４月に実施された薬価改定の影響により国内医療用医薬品事業は
前期を下回り、また生物産業事業も前期を下回りました。
　営業利益は前期を大幅に下回りました。薬価改定の影響による減収や、導入一時金の支払いおよび新薬普及活動強化による
費用増が大きく影響しました。

医薬品セグメント（　　　　　　　　　　　　　　）
売上高／
営業利益
構成比

▲ メイアクトMS小児用細粒
 タゾピペ配合静注用「明治」▲ ドネペジル塩酸塩OD錠「明治」▲

アムロジピン錠「明治」▼
オラペネム小児用細粒▼

売上高

1,616億円
（前期比 ： 1.8％減）

営業利益

57億円
（前期比 ： 42.9％減）

▼リフレックス錠

明治」は前期を大幅に下回りました。
…2016年５月に統合失調症治療薬「シクレスト」、11月には
アレルギー性疾患治療薬「ビラノア」をそれぞれ上市し、普
及活動に努めました。また、７月にはノバルティスファーマ
（株）より慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）治療薬「ウルティブ
ロ」の販売権を承継しました。
…2017年３月にエーザイ（株）との間で締結したパーキンソ
ン病治療薬「サフィナミド」に関するライセンス契約に伴い、
一時金収入を計上しました。
海外
…海外事業は、2016年４月に中国の汕頭経済特区明治医薬
有限公司の連結子会社化による寄与がありましたが、為替
の影響などにより前期を下回りました。

医療用医薬品事業

ビラノア錠▼
▼シクレスト舌下錠
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▼ パナメクチン
チュアブルＰ▼ オリゼメート粒剤

▲ザクサ液剤

　2017年5月9日、Me…ファルマ（株）は、Meiji…Seika…ファ
ルマ（株）100%出資のジェネリック医薬品製造販売会社とし
て営業を開始しました。
　日本が直面している超高齢社会においては、今後の医療需
要は大幅に拡大し、「エッセンシャルジェネリック」のニーズは
さらに高まっていくと考えられます。
　Meiji…Seika…ファルマ（株）の子会社であるインド…メドライ
ク…Limitedの低コスト生産能力とMeiji…Seika…ファルマ（株）
の厳しい品質管理体制を融合し、日本品質のジェネリック医
薬品を提供していきます。

Me ファルマ株式会社が営業を開始しました。
高品質かつ安価な「エッセンシャルジェネリック」*の安定的供給を目指します。

会社概要 社名の由来

excellent
高品質

essential
不可欠

economical
経済性

established
評価の確立した

高血圧症治療薬や糖尿病治療薬のように、患者さんが多く、将来的にも継続的に治療薬とし
て安定供給が求められるジェネリック医薬品を、「エッセンシャルジェネリック」と定義しました。＊エッセンシャルジェネリックとは？

…農薬は、茎葉処理除草剤「ザクサ液剤」は前期を大幅に上回り、主力のいも
ち病防除剤「オリゼメート」は前期並みを確保しましたが、全体では前期を
下回りました。
…動物薬は前期を上回りました。水産用薬およびコンパニオンアニマル用薬
は前期を上回り、家畜用薬は前期並みを確保しました。

生物産業事業 農薬・動物薬

TOPICS

名称 Me…ファルマ株式会社
(エムイーファルマ)

事業内容 ジェネリック医薬品の製造販売等
本社所在地 東京都中央区京橋二丁目4番16号
代表取締役社長 吉田…優
設立 2016年12月5日
URL http://www.me-pharma.co.jp

明治グループのM　✚　事業コンセプトである4つのe
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新製品のご紹介

ヴァームウォーターPETで好評のクリアアップル
風味にパウダータイプが新登場。独自のアミノ酸
「V.A.A.M.」を
1500mg配合。
運動で渇いたカ
ラダにすばやく
水分と電解質を
補給します。

ヴァームウォーターパウダー
クリアアップル　30袋入

栄養とおいしさを凝縮した、食事のような食べご
たえと腹持ち感のある濃縮ヨーグルトです。いつ
もの食事に組み合わせることで、現代人に不足
しがちなたんぱく質とカルシウムを手軽に摂るこ
とができます。

明治ブルガリアヨーグルト
バランスランチ 各種

明治のむヨーグルトW（ダブル）の
やさしさ（190g）
明治のむヨーグルトW（ダブル）の
やさしさクリアテイスト（450ｇ） 自然でさわやかな香りやほの

かな甘みとまろやかなコクは
そのままに、すっきりとした後
味に仕上げた「明治おいしい牛
乳」。おいしさと利便性を進化
させる「おいしいパック」を採用
しました。
（西日本限定発売…※一部地域
を除く）

明治おいしい牛乳（900ｍｌ）

難消化性でん粉（食
物繊維）を配合した、
糖質５０％オフのピ
ザ生地を使用。完熟
トマトを使用したフ
レッシュなトマト
ソースに、ソフトサ
ラミソーセージ、
ズッキーニ、オリー
ブ、十勝産チーズを
トッピング。

明治サラミとオリーブのミックスピッツァ

「我慢せずにもっとア
イスを楽しみたい！」
そんな想いに応える
アイス「明治デザート
プラスmore」。ヨー
グルト入りで脂肪ゼ
ロなのにしっかりとし
た味わいとおいしさ
を楽しめます。

明治デザートプラス more　ストロベリー

サクッとやわらかなマカダミアを、まろやかな抹
茶チョコレートで包み、マカダミアの繊細な風味
を感じられるよう、抹茶の香りや苦み、ミルク感
のバランスにこだわりました。

マカダミアまろやか抹茶

Ｎｏ．１プロテイン「ザバス」か
ら、おいしさや溶けのよさを
手軽に体験していただける
お試しサイズが新登場。「ザ
バス」定番4商品をライン
アップしました。

なめらか食感の少量
高エネルギーゼリー。
大切な栄養素が一度
に摂れます。吸いや
すくて押し出しやす
いスパウト付パウチ
でさわやかなヨーグ
ルト味を全8種類ラ
インアップしました。

明治メイバランス　ソフトＪｅｌｌｙ200
ヨーグルト味（全8種類）

ザバス　トライアルタイプ
（全4種類）

食事の際に飲むことで､
脂肪の吸収を抑え､糖
の吸収をおだやかにす
ることができる難消化
性デキストリンを配合し
ました。低糖･低カロリー
タイプで飲みやすい、
（株）明治初の機能性表
示食品ののむヨーグル
トです。

※写真はザバス　ホエイプロテイン100
　バニラ　トライアルタイプ
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果汁グミがひと
粒ずつ個包装さ
れ、持ち歩いたり、
シェアするのに便
利です。定番の
人気を誇る「ぶど
う」「温州みかん」
「いちご」に加え
「マスカット」が仲
間入りした４種類
のアソートです。

ミルクのこだわりでまろやかな味わいに仕上げ
ながら､気になる糖質は1本(430ml)当たり10g
未満に抑えること
で､糖質を気にせ
ず、ゆったりたっぷ
り飲んで寛ぐこと
ができる､低糖質
飲料シリーズです。

明治ロカボーノ カフェラテ
明治ロカボーノ フルーツラテ

十勝産ナチュラルチーズを使用し、調味料・香料
ではない「熟成チーズ本来のうまみ・香り」を追求
したスライス
チーズです。１
枚２０ｇの食べ
ごたえのある、
ちょっと厚切り
タイプ。

失われた水分をすばやく
吸収できる経口補水液。か
らだに必要な水分・電解質
の吸収をサポートします。
おいしく飲みやすいりんご
風味の飲料です。

明治アクアサポート

濃厚ながら、スパイシーでさわやかな
酸味を感じるドミニカ産カカオ豆を活

かした明治ザ・
チョコレートの
新商品です。
熟成感があり
ながら、後キレ
がよくてさわ
やかな味わい
を堪能できま
す。

明治ザ・チョコレート
軽やかな熟成感ビビッドミルク 果汁グミ個包装アソート

「モンテルカストOD錠」は気管支喘息やアレル
ギー性鼻炎の治療に用いられるジェネリック医
薬品です。この薬は舌の上で崩壊するので、水な
しでも、水と一緒でも服用できます。

モンテルカストOD錠10mg「明治」
ジェネリックのアレルギー性疾患治療薬

「ビラノア錠」は、1日1回の服用でアレルギー性
鼻炎、じんましん、皮膚疾患に伴うそう痒の症状
を改善する新規のアレルギー性疾患治療薬です。
効果発現が早く、眠気が少ないことが特徴です。

ビラノア錠20mg
新規成分のアレルギー性疾患治療薬

担々麺の味わいを
そのままに、様々な
具材の食感と、ごま
味噌仕立てのピリ
辛スープが特徴で
す。スープとしてだ
けでなく、ごはんに
かけたり、麺類のつ
けだれなど様々な
食べ方でお楽しみ
いただけます。

明治デイリーリッチ　
焙煎ごま香る担々スープ

カカオの香味が際立つダークチョコ
の生地に抹茶を練り込みました。ダー

クチョコの層
と、生地に抹茶
を練り込んだ
層の２層構造
になっている
ことで絶妙で
豊かな味わい
を楽しめます。

明治ザ・チョコレート　
深遠なる旨味抹茶

粗くくだいたカカオ豆を、カカオ分
72％のチョコと合わせた高カカオ
チョコレート。カカオ豆のサクサクし
た食感と自然な甘み、ちょっとした小
腹満たしや気分転換にぴったりです。

チョコレート効果７２%
粗くだきカカオ豆

明治北海道十勝贅沢スライス３wayタイプ 
・うまみ濃厚チェダーブレンド６枚入り 
・かおり濃香パルメザンブレンド６枚入り

10



全国の明治なるほどファクトリー（計７施設）

チーズの製造ライン
を見学できる。巨大な
カマンベールチーズ型
ディスプレイを用いた
迫力ある映像でチー
ズの様々な知識を紹
介。チーズの食べ比べ
などもできる。

十勝（北海道河西郡） 守谷（茨城県守谷市）
ヨーグルトの製造ライ
ンを見学できる。専用
の食育ルームで、牛乳
やヨーグルトなど乳製
品に関する食育教室
を実施している。実物
大の牛の模型での乳
しぼり体験もできる。

Ｗｅｌｃｏｍe Ｔｏ 「明治なるほどファクトリー」！TOPICS

　（株）明治の工場では、製造工程が見学できる施設を積極的に公開し、食の安全・安心に対する企業姿勢を見学者の皆
さまにご理解いただいています。

　（株）明治では、現在、全国で7つの工場見学施設を運営しており、2016年度は、小学校の社会科見学をはじめ、17万
人を超えるお客さまが来場されました。

　（株）明治は、明治製菓（株）と明治乳業（株）の事業統合後初めてとなる工場見学施設「明治なるほどファクトリー
愛知」を2015年7月に新規オープンし、この施設を（株）明治の工場見学施設のフラッグシップとして、その後、既存の…
6施設についても「明治なるほどファクトリー」として、リニューアルを進めてまいりましたが、2016年3月の「明治なるほ
どファクトリー関西」を皮切りに、順次リニューアルオープンし、2017年4月の「明治なるほどファクトリー十勝」のリ
ニューアルオープンを以て、6施設全てのリニューアルを完了しました。

　「明治なるほどファクトリー」は、（株）明治の理念に掲げる「おいしさ・楽しさ」「健康・安心」に関する「なぜ？」と不思議に
感じる部分に触れていただき、体験を通じてお客さまが「なるほど！」と学んでいただくことで、（株）明治とのつながりを
感じてもらうことをコンセプトとしています。

みなさまのご来場を心より、お待ち申し上げております。
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http://www.meiji.co.jp/learned/factory/

明治　工場見学 検索

ミルクチョコレートな
どの製造ラインを間
近で見学できる。チョ
コレートの原料である
カカオのことやチョコ
レートの歴史・健康効
果などについても学
べる。

坂戸（埼玉県坂戸市）
東海工場を代表する
生産品目のアーモン
ドチョコレートの製造
工程をからくりと映像
で楽しく紹介している。
BOXチョコレートの製
造ラインを見学できた
り、カカオのことなど
も学べる。

東海（静岡県藤枝市）

ヨーグルトや牛乳など
の製造ラインを見学
できる。乳牛のこと、
牛乳の栄養、乳酸菌の
働きなどを映像や展示
で楽しく学べる。専用
の食育ルームで食育
教室も実施している。

愛知（愛知県稲沢市）
巨大なミルクチョコ
レートの看板が目印
の大阪工場の見学施
設。きのこの山の製造
ラインの見学をはじめ、
カカオ農園の世界観
を表した展示ルーム
でチョコレートの知識
を学べる。

大阪（大阪府高槻市）

ヨーグルトや牛乳など
の製造ラインを見学
できる。ヨーグルトの
世界に入ってきたよう
な不思議な空間で、
ヨーグルトについての
様々な知識を学べる。

関西（大阪府貝塚市） 詳しくはこちらから！

スマートフォンからも
ご覧いただけます。
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連結貸借対照表（要旨） （単位：百万円）

前期
（2016年3月31日現在）

当期
（2017年3月31日現在）

資産の部

流動資産

現金及び預金 31,883 24,761
受取手形及び売掛金 181,493 183,807
商品及び製品 80,729 88,524
仕掛品 3,365 4,114
原材料及び貯蔵品 39,509 41,596
繰延税金資産 9,387 9,438
その他 16,973 25,835
貸倒引当金 △423 △370

流動資産合計 362,919 377,707
固定資産

有形固定資産 349,314 365,986
無形固定資産 29,100 25,936
投資その他の資産　 114,781 114,264

固定資産合計 493,196 506,187
資産合計 856,115 883,895

負債の部

流動負債 276,696 314,191
固定負債 160,266 112,513
負債合計 436,963 426,704

純資産の部

株主資本 396,645 436,011
その他の包括利益累計額 12,229 12,890
非支配株主持分 10,278 8,289
純資産合計 419,152 457,190
負債純資産合計 856,115 883,895

連結損益計算書（要旨） （単位：百万円）

前期
自…2015年4月…1…日（至…2016年3月31日）

当期
自…2016年4月…1…日（至…2017年3月31日）

売上高 1,223,746 1,242,480
売上原価 778,184 781,153
売上総利益 445,561 461,326
販売費及び一般管理費 367,780 372,931
営業利益 77,781 88,395
営業外収益 7,157 3,331
営業外費用 3,112 2,887
経常利益 81,826 88,839
特別利益 20,454 7,964
特別損失 7,069 7,611
税金等調整前当期純利益 95,210 89,192
法人税等 31,606 27,991
当期純利益 63,604 61,200
非支配株主に帰属する当期純利益 1,023 414
親会社株主に帰属する当期純利益 62,580 60,786

連結キャッシュ・フロー計算書（要旨） （単位：百万円）

前期
自…2015年4月…1…日（至…2016年3月31日）

当期
自…2016年4月…1…日（至…2017年3月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー 105,155 81,888
投資活動によるキャッシュ・フロー △9,809 △44,291
財務活動によるキャッシュ・フロー △85,071 △46,548
現金及び現金同等物に係る換算差額 △669 △318
現金及び現金同等物の増減額 9,605 △9,269
現金及び現金同等物の期首残高 21,912 31,516
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 — 378
現金及び現金同等物の期末残高 31,516 22,624

連結財務諸表
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株主メモ
事業年度 ４月１日から翌年３月３１日まで
基準日 期末配当　3月31日　　中間配当　9月30日

※別途定める場合は、予め公告します。
定時株主総会 6月下旬
単元株式数 100株
上場金融商品取引所 東京証券取引所
公告方法 電子公告により行います。

公告掲載URL　http://www.meiji.com/
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をするこ
とができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。なお、
会社法第４４０条第４項の規定により、決算公告は行いません。

株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社
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

〒１３７ー８０８１…東京都江東区東砂七丁目１０番１１号
電話　０１２０－２３２－７１１（フリーダイヤル）

役員紹介 （2017年6月29日現在）

代表取締役社長 松尾　正彦 兼務　㈱明治　取締役
兼務　Meiji…Seika…ファルマ㈱　取締役

取締役専務執行役員 左座　理郎 兼務　Meiji…Seika…ファルマ㈱　取締役
取締役常務執行役員 塩﨑浩一郎
取締役執行役員 古田　　純
取締役執行役員 岩下　秀市
取締役 川村　和夫 兼務　㈱明治　代表取締役社長

取締役 小林大吉郎 兼務　Meiji…Seika…ファルマ㈱
　　　代表取締役社長

取締役（社外） 佐貫　葉子 …
取締役（社外） 岩下　智親
取締役（社外） 村山　　徹 …
監査役（常勤） 松住　峰夫

監査役（常勤） 田中　弘幸
監査役（社外） 渡邊　　肇 …
監査役（社外） 安藤まこと …

大株主 （上位10名）

株主名 所有株式数（千株）
※千株未満…切捨て 持株比率（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 9,790 6.41
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 6,492 4.25
株式会社みずほ銀行 5,942 3.89
日本生命保険相互会社 3,348 2.19
JP…MORGAN…CHASE…BANK…380055… 3,094 2.03
株式会社りそな銀行 3,047 2.00
農林中央金庫 2,892 1.89
MSIP…CLIENT…SECURITIES 2,775 1.82
明治ホールディングス取引先持株会 2,554 1.67
明治ホールディングス従業員持株会 2,515 1.65
（注）上記の他に、当社が6,218千株（持株比率4.07%）を保有しております。

1.対象となる株主さま
毎年3月31日現在の明治ホールディン
グス株式100株以上ご所有の株主さま

2.ご優待の内容
ご所有株式数に応じて、明治グループ
製品詰合せを毎年10月末頃にお届け
いたします。

（ご注意）
1.…株券電子化に伴い、株主さまの住所変更、単元未満株式の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信託銀行株式会社）
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信託銀行株式会社が口
座管理機関となっておりますので、上記の連絡先にお問い合わせください。なお、三菱UFJ信託銀行
株式会社全国各支店にてもお取り次ぎいたします。
3.未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行株式会社本支店でお支払いいたします。

※……株主さまのご意志により、優待品のご送付に代えて同等品を福祉団体等へご寄贈いただく
ことも選択できる株主優待品寄贈選択制度も設けております。

発行可能株式総数
560,000,000株
発行済株式の総数
152,683,400株
株主数
72,905名

金融商品取引業者 44名
2,418,656株
（1.59％）

その他の法人 736名
15,501,492株
（10.15％）

外国法人等　
633名
38,390,115株
（25.14％）

金融機関 131名
60,981,564株
（39.94％）
個人その他
71,361名
35,391,573株
（23.18％）

3,500円相当の優待品の例です。
（実際の優待品と異なる場合があります。）

会社概要
商号 明治ホールディングス株式会社

（英文名：Meiji…Holdings…Co.,…Ltd.）

事業内容 菓子、牛乳、乳製品、薬品等の製造、販売等を行う
子会社等の経営管理およびそれに付帯または関連する事業

本社所在地 東京都中央区京橋ニ丁目4番16号
代表取締役社長 松尾…正彦
設立 2009年（平成21年）4月1日
資本金 300億円

株式の状況 所有者別

ご所有株式数 ご優待内容
100株以上 2,000円相当
500株以上 3,500円相当
1,000株以上 5,000円相当

株主さまへのご優待

会社概要／株式の状況 （2017年3月31日現在）
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見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

【シュー生地】
水………………………………… 60ml
バター…………………………… 36g
小麦粉…………………………… 40g
卵………………………………2個前後

【クリーム】
明治ブルガリアヨーグルトLB81プレーン
＜水切りする前＞………………225g
＜水切りした後＞……………約110g
明治北海道十勝純乳脂45… … 200ml
砂糖……………………………… 36g
粉糖……………………………… 適量

〈 材 料 〉

3段重ねのケーキ仕立て

オススメレシピ

このレシピはスマートフォン
からもご覧いただけます。 明治北海道十勝純乳脂45 検索明治北海道十勝純乳脂45を

使ったレシピはこちらから

このレシピに使用している商品

明治北海道十勝
純乳脂45

作り方

水とバターを火にかけ、
沸騰後バターが溶けた
らふるった小麦粉を入
れ混ぜる。

❷ 火からおろし、底の部分
の粗熱が取れたら溶き
卵を3、4回に分けての
ばし入れる。

❸ 天板にクッキングシートを
敷き、30cm×25cmくら
いになるよう薄く生地を
のばし、180℃に温めた
オーブンで、15分弱焼い
て冷ましておく。

❹

卵液は加える度にしっかりと混ぜる。木べらで生地を
持ち上げた際に逆三角形に切れて落ちる柔らかさにな
るまで、調節する。

シュー生地

明治北海道十勝純乳脂
45と砂糖を入れ8分立
てにホイップし、水切り
したヨーグルトを混ぜ
合わせる。

❺ 生地が冷めたら4等分に
切り、1枚を残して残り
の3枚の生地の上に❺を
のばす。

❻ 何も塗っていない生地を
一番上にして、全てを重
ねてきれいに端を切り落
とし、上から茶こしで粉
糖をかける。

❼
デコレーション

ヨーグルトは、ザルにキッチンペーパーを敷
き、半分の重さになるまで水切りしておく。

❶
下準備

水切りは1～2時間で可能です。早
く水切りしたい場合は、水の入った
ボールなどで重石をするとよいです。

POINT

POINT

料理研究家 浜内千波さんの

シューケーキ


