
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。

株主のみなさまへ

第10期  中間報告書
2018年4月1日〜2018年9月30日

とても口当たりの軽いチョコレートムース。特別な型もいらず、牛乳パックがあれば
簡単にできます。お子さんと一緒に飾りつけを楽しんでみてはいかがでしょうか。ス
プーンの裏で模様をつければ、ブッシュドノエルのような可愛いケーキができます。

調理時間 30分 エネルギー 259kcal(1/8切れ分)

クリスマスケーキ
おいしい牛乳を使った手作りレシピ

ゼラチン…………………………………… 15ｇ
水…………………………………………大さじ４
明治おいしい牛乳……………………… 400ml
砂糖……………………………………… 大さじ4
明治ミルクチョコレート…………………… 2枚
明治北海道十勝純乳脂45… … 1パック（200ml）
砂糖……………………………………… 大さじ2
卵……………………………………………１個分
お好みのフルーツ……………………………適宜

材 料（出来上がり18cmサイズ）

このレシピに使用している商品

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 おいしい牛乳 検索“おいしい”暮らし─Natural…Taste─

牛乳を使ったレシピが200種類以上

1. ゼラチンは、水でふやかしておく。
2. 牛乳を中火にかけ、砂糖(大さじ4)を入れ溶かす。そこに1を入れ、弱火で煮溶かし火を止
める。ボウルに移し入れ、粗熱をとりながら温度を下げてとろみをつける。

3. ミルクチョコレートを刻み、ボウルに入れ、湯煎して溶かす。(刻んだチョコレートは、飾
り用に少しとっておく)

4. 明治北海道十勝純乳脂45(80ml)に砂糖(大さじ1)を入れ、ホイップする(8分立て)。3を少
しずつ入れながら滑らかにし、卵黄を入れ、よく混ぜる。

5. 別のボウルに、卵白を入れ、滑らかな角が立つまでホイップする(8分立て)。
6. 牛乳パックの天面を切り開く。
7. 2がとろりとしてきたら、4に入れ混ぜ、5を混ぜて滑らかになったら6の牛乳パックに入
れ、冷やし固める。

8. 7が固まったら、牛乳パックを開けて取り出す。

9. 明治北海道十勝純乳脂45(120ml)に砂糖(大さじ1)を入れ、6分立てにする。
10. 8の上に9を4/5程度をのせ、ナイフで伸ばす。

11. 9の1/5を、角が立つまでホイップ(8分立て)し、絞り袋に入れ、飾る。3の飾り用チョコ
レートを散らし、お好みのフルーツを飾る。

ポイント

チョコレートは、刻んで湯煎でゆっくりゆっくりと溶かすことが上手くできる一番の近
道です。牛乳パックに入れた後は、しっかりと冷し固めてください。半日位の時間をかけ
ると溶けにくく、ふんわり滑らかなムースができます。



　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。

　当社グループは「2020中期経営計画」の初年度を迎え、
基本コンセプト「継続的戦略課題への取り組み」と「成長に向
けた新たな挑戦」に基づき、「コア事業での高シェア・高収益
の実現」「海外市場での成長基盤の確立に向けた積極的な
事業拡大」「健康を軸とした新たな価値領域での仕掛け」「構
造改革の継続的な実行と個別事業課題の克服」「経営基盤
の進化とＣＳＲの推進」に向けた取り組みを開始しました。

　2019年３月期は、2020中期経営計画の達成に向けて、
食品・医薬品の両セグメントともにコア領域・成長領域に経
営資源を重点的に投下し、売り上げ拡大に取り組むとともに、
海外事業の展開も積極的に進めています。また、食品セグメ
ントでは物流費や人件費の上昇、医薬品セグメントでは薬価
改定の影響を大きく受けるなど両セグメントともに厳しい環
境下において、費用の効率的な支出や生産性向上に取り組

んでいます。

　当第2四半期連結累計期間の売上高は6,119億71百万円
（前年同期比…0.1％増）、営業利益は438億40百万円（同…
2.9％減）、経常利益は438億73百万円（同…4.9％減）、親会
社株主に帰属する四半期純利益は383億16百万円（同…
21.9％増）となりました。

　なお、2018年７月２日付で当社および当社の事業子会社
であるMeiji… Seika…ファルマ株式会社は、一般財団法人化
学及血清療法研究所の主要事業を承継したＫＭバイオロジ
クス株式会社の株式を49％取得し、連結子会社化しました。

　当期の中間配当金については、1株当たり金65円とさせ
ていただきました。

　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。

（単位 ： 億円）

（単位 ： 億円） （単位 ： 億円）
総資産

（単位 ： 円）

純資産

（単位 ： 億円）（単位 ： 億円）

営業利益売上高
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明治ホールディングス株式会社
代表取締役会長　松尾 正彦

明治ホールディングス株式会社
代表取締役社長　川村 和夫

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

株主のみなさまへ
連結業績ハイライト

1 2



　売上高は前年同期を下回りました。加工食品事業、栄養事業、海外事業は前年同期を上回りましたが、プロバイ
オティクスや牛乳類の減収により発酵デイリー事業は前年同期を下回り、菓子事業は取引制度変更の影響やチョコ
レートが減収となったことから前年同期を下回りました。
　営業利益は主力のプロバイオティクスやチョコレートの減収等により前年同期を下回りました。

…売上高は、リニューアルした「明治ブルガリアヨーグルト」
のプレーンタイプが好調に推移しましたが、プロバイオ
ティクスおよび牛乳類が減収となった結果、前年同期を下
回りました。

…売上高は、「明治北海道十勝カマンベールチーズ」や業務
用クリームが好調に推移したことに加え、アイスクリームも
「明治エッセルスーパーカップ」シリーズが増収となり、前
年同期を上回りました。

…売上高は、2018年４月からの取引制度見直しによる販売
価格の変更やチョコレートの減収に加え、2017年８月から
スナック菓子「カール」の販売エリアを縮小したこともあり
前年同期を大幅に下回りました。

…営業利益は、減収の影響や物流費等の増加により前年同
期を下回りました。

…営業利益は、主要製品の増収により前年同期を上回りまし
た。

…営業利益は、減収の影響により前年同期を大幅に下回りま
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▶

明治エッセルスーパーカップ▶
Sweet's苺ショートケーキ　

明治おいしい牛乳▶

明治ブルガリアヨーグルト
LB81プレーン

▼

（ザバス）ミルクプロテイン脂肪0▲

▲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

▲明治ミルクチョコレート

◀明治ザ・チョコレート
力強い深みコンフォートビター

チョコレート効果
▼カカオ72％

果汁グミぶどう▶

▲キシリッシュガム
アクアクール

発酵デイリー事業 ヨーグルト、牛乳類、飲料等

菓子事業

加工食品事業

チョコレート、グミ、ガム等

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
食品セグメント（　　　　　　　）

524,829百万円
（85.7%）

売上高

39,005百万円
（88.4%）

営業利益

売上高／
営業利益
構成比

売上高

5,248億円
（前年同期比 ： 1.8％減）

営業利益

390億円
（前年同期比 ： 4.6％減）

▲明治えびグラタン
　3個入り

明治ミルクで元気　
（宅配専用）▼

セグメント別概況のご報告

アーモンドチョコレート▶
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セグメント別概況のご報告

…売上高は、粉ミルクが好調に推移したことや、流動食の「明
治メイバランス」シリーズの増収などにより前年同期を上
回りました。

…売上高は、ベトナム向け粉ミルクの輸出が拡大し、中国子
会社も好調に推移したことから前年同期を上回りました。
…営業利益は、輸出事業の伸長や中国子会社の増収により前
年同期を大幅に上回りました。

…営業利益は、販促費等が増加したものの主要製品の増収
により前年同期並みとなりました。

…2018年４月より台湾明治食品股份有限公司を連結子会社
化しました。

▼ザバス ホエイプロテイン100
　ココア

▲ヴァーム顆粒
▲明治メイバランス
 Miniカップ バナナ味

▼ 明治ステップ
　らくらくキューブ ▼アミノコラーゲン

▲明治うがい薬

当社では、毎年3月31日現在の株主名簿に記載または記録された株主さまに対し、ご所有株式数
に応じて、当社グループ製品詰合せを毎年10月末ごろにお届けしております。

100株以上 2,000円相当の明治グループ製品詰合せ

500株以上 3,500円相当の明治グループ製品詰合せ

1,000株以上 5,000円相当の明治グループ製品詰合せ 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。）

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

海外事業 海外子会社、輸出

「株主優待品寄贈選択制度」実施のご報告

株主優待制度

当社では、株主さまのご意志により優待品の送付に代えて同等品を福祉団体等へ寄贈する｢株主優待品寄贈選択制度｣を設けております。
この制度にご賛同いただきました株主さまのお気持ちと、優待品を、当社の気持ちとあわせて福祉団体等へ寄贈させていただいております。
今年度は、東日本大震災の被災地の方々および自宅から離れて生活されている方々、また全国の障がいのある児童の支援団体等への寄贈を、
認定特定非営利活動法人日本ＮＰＯセンターを通じて実施いたしました。

ご賛同いただきました株主のみなさまのお気持ちに、心より感謝申し上げます。

被災地で活動している団体および障がい者支援団体を訪問してまいりました。『少しでも多くの笑顔を』とご指導されるみなさまの地道なご努力や
人のつながりを大切にされる姿勢に大変心を動かされました。また、どちらの団体のみなさまも笑顔であふれていました。詳しくは当社ホームペー
ジにてご報告いたします。

寄贈にご賛同いただきました株主さま : 1,947名
株主さまから寄贈いただきました相当金額 : 618万3,000円
※当社からもほぼ同額相当分を寄贈し、合計1,237万円相当分の当社グループ製品の寄贈をしております。

NPO法人まちの寄り合い所・
うめばたけ

（宮城県石巻市）

一般社団法人ＳＧＳＧ
（エスジーエスジー）
（岡山県岡山市）

ＮＰＯ法人愛夢里
（鹿児島県姶良市）

NPO法人きららの木 りーふ
放課後等デイサービス                                                           

（奈良県奈良市）

当社の株主優待品寄贈について詳しくは 明治 株主優待寄贈 検索

訪問レポート

今年度実績
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売上高

876億円
（前年同期比 ： 12.6％増）

営業利益

51億円
（前年同期比 ： 17.5％増）

…売上高は、前年同期並みとなりました。薬価改定の影響が
ありましたが、医療用医薬品では統合失調症治療薬「シク
レスト」やアレルギー性疾患治療薬「ビラノア」が大幅に伸
長し、2018年9月に発売した「インフルエンザHAワクチン
KMB」も寄与しました。農薬でもBASF社と締結した新規農

　売上高は、2018年４月に実施された薬価改定の影響がありましたが、国内主力品の販売数量の伸長や海外子会
社が好調に推移したことに加え、2018年７月よりＫＭバイオロジクス（株）を新たに連結したことにより前年同期を
大幅に上回りました。
　営業利益は、薬価改定の影響を国内主力品の増収や原価低減の取り組みで増益を図り、併せて新規連結した
ＫＭバイオロジクス（株）の寄与により前年同期を大幅に上回りました。

医薬品セグメント（　　　　　　　　　　　　　　）
87,600百万円
（14.3%）

売上高

5,115百万円
（11.6%）

営業利益

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」▲

▲アムロジピン錠「明治」

業用殺虫剤「アフィドピロペン」のライセンス契約に伴う一
時金収入が寄与しました。
営業利益は、主力品の増収や原価低減の取り組みに加え、
研究開発費の期ずれにより前年同期を大幅に上回りました。
2018年4月よりMe…ファルマ（株）を連結子会社化しました。

インフルエンザ
HAワクチン

「KMB」
▼

 オリゼメート粒剤▼

▼ オイルバックス7R

▲メイアクト

▲ボルヒール組織接着用

ビラノア錠▼

▲シクレスト舌下錠

▲リフレックス錠

…売上高は、抗菌薬「メイアクト」や「カナマイシン」の輸出販売が大幅に
伸長し、インドやインドネシアの子会社が好調に推移したことから前
年同期を上回りました。
…営業利益は、輸出品のコストアップにより前年同期を大幅に下回りま
した。

…売上高は、主力のインフルエンザワクチンや４種混合ワクチン「クアト
ロバック」が好調に推移しました。
…営業利益は、計画通りの進捗となりました。

　明治ホールディングス（株）およびMeiji Seika 
ファルマ（株）は、2018年7月2日に、一般財団法人化
学及血清療法研究所の人体用ワクチン事業、動物用
ワクチン事業、血漿分画製剤事業などの主要事業を
現物出資により承継した会社であるＫＭバイオロジク
ス（株）の株式を49％取得し、連結子会社化しました。
　ＫＭバイオロジクス（株）は、バイオテクノロジーの
可能性を追究し、高い品質の製品をお届けすることで、
世界中のお客さまの健康な未来を支えることを目指
してまいります。

セグメント別概況のご報告

海外事業

生物学的製剤事業 ※ＫＭバイオロジクス（株）に相当

国内事業

ＫＭバイオロジクス株式会社が明治グループの一員となりました

ＫＭバイオロジクス株式会社　本社／熊本事業所

▲ パナメクチン
チュアブル

「meiji」

▲ザクサ液剤

▲ADANT

◀メイセリン
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（株）明治独自の「コクのちスッキリ
製法」により、コクがありながらスッ
キリとした後味が特長の新しいのむ
ヨーグルトです。砂糖、甘味料､香料
､安定剤を加えていないため、ヨー
グルト本来の風味がお楽しみいた
だけます。

明治ブルガリア
のむヨーグルトLB81
Simple（シンプル）プレーン

（900g）

「胃で働く乳酸菌」LG21乳酸菌を
使用したドリンクヨーグルトです。
ブルーベリーを中心とした3種類
のベリー果汁に､りんご果汁を組
み合わせた、やさしいあじわいを
お楽しみいただけます。

濃密なおいしさに加え、ヨーグルト
で栄養素を摂るという世界の習慣
を日本に提案する「高たんぱくで脂
肪0」のヨーグルトです。ラインナッ
プが増え、さまざまな味をお楽しみ
いただけます。

明治プロビオヨーグルトLG21
ドリンクタイプ
ブルーベリーミックス（112ml）

明治THE GREEK YOGURT（100g）
・プレーン
・低糖
・ブルーベリーミックス
・ストロベリーミックス
・キウイ＆りんごミックス

（株）明治独自の速攻吸収製法で
吸収スピードを高めた、カラダづ
くりに有効なミルクプロテインを
15g配合しています。運動後でも
飲みやすい、爽やかで甘酸っぱい
ベリーミックス風味です。

明治エッセルスーパーカップSweet’s
からショコラオランジュが新登場！…ア
イスと素材を層状に重ねることで、
オランジェットの味わいをアイスで
実現しました。上質なチョコレート
ケーキの味わいをお楽しみいただ
けます。

人気の明治ザ・チョコレートにフ
ローラルな香りのダークチョコ
レートが新登場！…エクアドル産とペ
ルー産のカカオをブレンドしカカ
オ本来の花のような芳醇な香りが
楽しめます。

北海道十勝産のパルメザンチーズ
と、十勝産生クリーム・国産生乳か
ら作るホワイトソースが織りなす濃
厚な味わいが特長のグラタンです。
香料不使用で、素材本来の香りとう
ま味をお楽しみいただけます。

ザバス
MILK PROTEIN

（ミルクプロテイン）脂肪0
ベリーミックス（430ml）

明治エッセルスーパーカップ 
Sweet’s ショコラオランジュ

明治ザ・チョコレート
凛と香り立つブロッサムビター

明治香るひととき
濃厚えびグラタン２個入

北海道産の生クリームをベースに、
「塩」「チョコレート」「メープルシ
ロップ」といった素材を最適な配合
でMIXした新しいスプレッドです。
ホイップしているので、ふんわりと
した食感を楽しめます。

水でもしっかりおいしいホエイプ
ロテイン「リッチショコラ味」と「香
るミルク風味」を手軽に体験いた
だけるお試しタイプ新登場。お手
軽な価格でザバスならではのおい
しさと溶けの良さを実感ください。

運動しながらウェイトコントロール
をしたい方に大変好評をいただい
ている「ザバス　ウェイトダウン」
に粉末プロテインで人気のチョコ
レート風味が加わりました。植物
性大豆プロテイン１００％使用、ビ
タミン・ミネラルも強化しました。

引き締まったカラダづくりをサ
ポートする「大豆プロテイン」を
１００％使用。７種のビタミンＢ群＋
ビタミンＣを配合、紅茶パウダー
を配合したおいしいミルクティー
風味で、理想的なカラダづくりを
サポートします。

がんの化学療法や放射線治療に伴
う口内炎で生じる口腔内の痛みの
管理や緩和を使用目的としたわが
国初、唯一の口腔粘膜保護材です。

明治クリーミースム～ス
・ソルティ
・スイートチョコMIX
・メープルMIX

ザバス　
ホエイプロテイン100
・リッチショコラ味 トライアルタイプ
・香るミルク風味 トライアルタイプ

ザバス
ウェイトダウン チョコレート

（１６食分・５０食分）

ザバス　ソイプロテイン100
ミルクティー風味

（１５食分・５０食分）
エピシル 口腔用液

甘味とホクホク感が特長の品種と、
皮の色味が鮮やかな品種の国産栗
かぼちゃを使用し、素材のおいしさ
も見た目にもこだわったかぼちゃの
ポタージュスープです。チルドなら
ではのフレッシュな風味が特長です。

明治デイリーリッチ
ほっこり甘いかぼちゃの
ポタージュ

人気の高カカオシリーズに２６枚入
りボックスが登場！…カカオの苦しぶ
みを抑えて、上質なカカオ感に磨き
をかけました。１箱で３,８２２ｍｇの
カカオポリフェノールがとれます。

今年もメルティーキッスの季節が
きました。評価の高い品質はその
ままに、濃厚な味わいを表現した
パッケージになりました。運が良い
とハート柄の個包装に出逢えるか
も。

原料となるお酒を見直し、よりマイ
ルドな味わいに仕立てました。ラム
酒漬けレーズンを洋酒たっぷりの
生クリーム入りガナッシュでつつ
んだ冬期ならではのとろける口ど
けのチョコレートです。

チョコレート効果カカオ８６％
２６枚入り

メルティーキッス
プレミアムショコラ

メルティーキッス
くちどけラム＆レーズン

新製品のご紹介
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　（株）明治は東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、小
学生の親子を対象とした「スポーツの楽しさ」と「食の大切さ」をからだ全体
で感じてもらうイベント「meiji Tokyo 2020 Fes」を全国で開催していま
す。本イベントを通して、からだを動かしてたんぱく質を摂り、健康なからだ
をつくることの大切さを伝え、東京2020のゴールドパートナーとして東京
2020オリンピック・パラリンピックの活動に貢献していきます。

イベントは主に3つのプログラムから構成されています

スポーツの楽しさ

食の大切さを体験！

毎回トップアスリートをゲストで招き、オリンピック、パラリンピックのスポーツを子ども
たちと一緒に行います。トップアスリートと共に汗を流す体験は、子どもたちにとって、貴
重な体験となります。

1.アスリートと一緒にオリンピック、パラリンピックのスポーツ体験

最新測定機器を使った運動能力測定では、64種類の中から自分に向いているスポーツ
は何か調べることができます。これからからだが大きくなって体力がついてくる時期に、
どんなスポーツに取り組むか、参考になる指標です。

2.運動能力測定

（株）明治が2005年から全国の小中学校で実施している食育セミナー。イベントではオリ
ンピアンの食事例を参考に、丈夫なからだをつくる栄養素の一つであるたんぱく質の大切
さや、（株）明治が推奨するからだに必要な五大栄養素をフルに摂取する「栄養フルコース
型」の食事の摂り方などをお伝えし、「健康なからだづくり」について共に考えます。

3.明治の食育セミナー

そのひとくちは、お腹を満たすだけじゃない。渇きを癒すだけじゃない。そのひとくちは、明日のからだをつ
くっていく。活力や集中力を高めてくれる。くじけそうな心に力をくれる。そのひとくちは、やがて夢を叶える
パワーになる。1964年の東京オリンピック出場選手への商品提供をきっかけに、さまざまなカタチでアス
リートへのサポートを続けてきた明治。私たちは東京2020のゴールドパートナーとして、すべてのがんばる
人たちのからだづくり・こころづくりを支えていきます。

契約カテゴリー ： 乳製品・菓子

明治は東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会
ゴールドパートナーです。
乳製品・菓子の力で東京2020オリンピック・パラリンピック
競技大会に貢献していきます。
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四半期連結貸借対照表（要旨） （単位：百万円）

前連結会計年度
（2018年3月31日現在）

当第2四半期連結会計期間
（2018年9月30日現在）

資産の部

流動資産

現金及び預金 27,613 22,829
受取手形及び売掛金 195,760 203,351
商品及び製品 86,929 106,027
仕掛品 3,344 4,411
原材料及び貯蔵品 46,194 53,756
その他 23,364 25,749
貸倒引当金 △202 △246

流動資産合計 383,004 415,879
固定資産

有形固定資産 383,962 421,287
無形固定資産 22,555 24,201
投資その他の資産　 135,715 142,537

固定資産合計 542,232 588,025
資産合計 925,237 1,003,905

負債の部

流動負債 294,429 293,492
固定負債 135,629 157,549
負債合計 430,059 451,041

純資産の部

株主資本 465,595 493,433
その他の包括利益累計額 21,714 27,032
非支配株主持分 7,866 32,398
純資産合計 495,177 552,863
負債純資産合計 925,237 1,003,905

四半期連結損益計算書（要旨） （単位：百万円）

前第2四半期連結累計期間
自…2017年4月…1…日（至…2017年9月30日）

当第2四半期連結累計期間
自…2018年4月…1…日（至…2018年9月30日）

売上高 611,494 611,971
売上原価 391,893 393,706
売上総利益 219,601 218,265
販売費及び一般管理費 174,473 174,425
営業利益 45,127 43,840
営業外収益 1,942 1,488
営業外費用 953 1,455
経常利益 46,116 43,873
特別利益 3,390 13,335
特別損失 2,659 4,103
税金等調整前四半期純利益 46,847 53,105
法人税等 14,856 14,477
四半期純利益 31,990 38,627
非支配株主に帰属する四半期純利益 557 311
親会社株主に帰属する四半期純利益 31,433 38,316

四半期連結キャッシュ・フロー計算書（要旨） （単位：百万円）
前第2四半期連結累計期間
自…2017年4月…1…日（至…2017年9月30日）

当第2四半期連結累計期間
自…2018年4月…1…日（至…2018年9月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー 38,700 38,347
投資活動によるキャッシュ・フロー △32,675 △60,228
財務活動によるキャッシュ・フロー △11,026 16,610
現金及び現金同等物に係る換算差額 △284 △263
現金及び現金同等物の増減額 △5,286 △5,534
現金及び現金同等物の期首残高 22,624 26,913
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 ― 43
現金及び現金同等物の四半期期末残高 17,338 21,422

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
80,332名
（自社含む）

金融商品取引業者 57名
3,295,026株
（2.16％）

その他の法人 770名
15,321,418株
（10.04％）

外国法人等　
653名
36,205,611株
（23.71％）

金融機関 148名
60,102,074 株
（39.36％）
個人その他
78,704名
37,759,271株
（24.73％）

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 食品、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
設立 2009年（平成21年）4月1日
資本金 300億円

株式の状況

大株主 （上位10名）

株主名 所有株式数（千株） 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） 11,416 7.48

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 6,254 4.10…

JP…MORGAN…CHASE…BANK…380055…　 4,835 3.17

株式会社みずほ銀行　 4,617 3.02

日本生命保険相互会社 3,348 2.19…

株式会社りそな銀行　 3,047 2.00

農林中央金庫 2,892 1.89

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口5） 2,679… 1.76

明治ホールディングス取引先持株会　 2,553 1.67

明治ホールディングス従業員持株会 2,443 1.60
（注）上記の他に、当社が7,648千株（持株比率5.01%）保有しております。

所有者別

役員紹介 

代表取締役会長 松 尾 　 正 彦

兼務　Meiji…Seika…ファルマ㈱
　　　取締役会長
兼務　KMバイオロジクス㈱
　　　代表取締役会長

代表取締役社長 川 村 　 和 夫 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　㈱明治　取締役
兼務　KMバイオロジクス㈱　取締役

取締役常務執行役員 塩﨑　浩一郎
取締役常務執行役員 古 田 　 　 純
取締役執行役員 岩 下 　 秀 市

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 松 田 　 克 也 兼務　㈱明治　代表取締役社長
取締役（社外） 岩 下 　 智 親
取締役（社外） 村 山 　 徹
取締役（社外） 松村　眞理子
監査役（常勤） 松 住 　 峰 夫 兼務　KMバイオロジクス㈱　監査役
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

会社概要／株式の状況 （2018年9月30日現在）
連結財務諸表

（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。

※「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　2018年2月16日）等を第1四半期
連結会計期間の期首から適用しており、前第2四半期連結累計期間及び前連結会計年度に係る主要な
経営指標等については、当該会計基準を遡って適用した後の指標等となっております。

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…定時株主総会3月31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　https://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

〒137−8081…新東京郵便局私書箱第29号
TEL…0120−232−711（通話料無料）
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