
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。

ブロッコリー��������������������� 1/4株
しめじ���������������������� 1/2パック
ソーセージ����������������������� 4本
切り餅������������������������� 2個

＊ホワイトソース
明治北海道バター������������������� 20g
小麦粉������������������������ 大さじ2
明治おいしい牛乳������������������ 1カップ
塩、こしょう����������������������� 少々

トマトソース（市販品）� ����������������� 1缶
明治ピッツァミックスチーズ�����������������40g
パセリ������������������������� 少々

〈 材 料 〉4人分

このレシピはスマートフォン
からもご覧いただけます。 明治の食育 レシピ 検索明治の食育�レシピは

こちらから

作 り 方

このレシピで使用した商品

お餅とチーズがとろり。夜食やお子さんのおやつにもおすすめです。 ブロッコリーは小房に切り分け、下茹でしておきます。しめじは
小房に切り分け、ソーセージは半分に切ります。餅は2cm角に
切ります。
ホワイトソースを作ります。厚手の鍋にバターを溶かし、バター
が溶けてきたら小麦粉を加え焦がさないように炒めます。粉っ
ぽさがなくなってとろりとしてきたら、牛乳を少しずつ加えての
ばします。ダマができないように混ぜながら、とろみがつくまで
煮て塩、こしょうで味をととのえます。
鍋にトマトソースとしめじ、ソーセージ、餅を入れ、餅が柔らかく
なるまで煮込みます。
グラタン皿に3とブロッコリーを入れてホワイトソースをかけ、
チーズをのせます。
トースターで10分、焦げ目がつくまで焼き、パセリを散らします。

ワンポイント
アドバイス

お餅を電子レンジで加熱してから鍋に入れる
と煮込み時間を短縮できます。電子レンジで
加熱するときは水を入れたお皿にお餅を入れ
るとお餅がくっつきません。

1.

2.

3.

4.

5.

ホワイト＆トマトソースのお餅グラタン 株主のみなさまへ
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2020年度

（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

10,04110,041
5,6065,606

5,5285,528
10,03910,039

親会社株主に帰属する四半期
（当期）純利益

1株当たり四半期（当期）純利益

第2四半期■■  通期■■

2018年度 2019年度

2020年度2018年度 2019年度 2020年度2018年度 2019年度

2020年度2018年度 2019年度 2020年度2018年度 2019年度

10,01210,012
9,9899,989

10,69910,699 6,1956,195

2018年度 2020年度2019年度

426.61426.61
464.04464.04

見通し
479.05
見通し
479.05

5,7965,796

5,9755,975

198.05198.05
219.68219.68

264.23264.23

438438

3833836,1806,180

12,52712,527

6,1196,119

12,54312,543
983983 1,0271,027

618618
673673

318318

見通し
695
見通し
695

287287475475

見通し
1,100
見通し
1,100

5045045,8495,849

見通し
12,530
見通し
12,530

連結業績ハイライト

代表取締役社長 CEO　川村 和夫

（注）2021年3月期第1四半期において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、
　　2020年3月期に係る各数値については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。

　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」の最終年度を迎え、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」「経営基盤の進化とサステナビリティの推
進」に向けた取り組みを進めております。
　2021年３月期は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受
けて、食品セグメントでは個人消費動向が不安視され、医薬品セグ
メントでは医療機関受診患者数が大幅に減少していることに加え

て薬価改定の影響を受けるなど、厳しい環境下にあります。しかし
ながら、両セグメントともに生活に必要な食品・医薬品の安定供給
に万全を期すとともに、費用の効率的な支出に取り組んでいます。
　また「2020中期経営計画」に沿って、コア領域・成長領域に経営
資源を重点的に投下し、生産性の向上の取り組みも着実に推進し
ています。
　当第２四半期連結累計期間の売上高は�5,849億76百万円（前
年同期比�5.4％減）、営業利益は�504億１百万円（同�5.9％増）、
経常利益は�506億55百万円（同�3.9％増）、親会社株主に帰属す
る四半期純利益は�287億33百万円（同�9.8％減）となりました。

　当社グループでは、世界的な脅威となっている新型コロナウイ
ルス感染症の予防に貢献すべく、ワクチンの開発・供給の取り組
みを次のとおり進めています。
　当社の事業子会社であるＫＭバイオロジクス株式会社では、国
立感染症研究所、東京大学医科学研究所、国立研究開発法人医
薬基盤・健康・栄養研究所と協業し、新型コロナウイルス感染症に
対する不活化ワクチンの開発を進めています。2020年５月に国
立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）が実施する創薬
支援推進事業の公募研究開発課題「新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）に対するワクチン開発（企業主導型）」１次公募に採択
され、８月には同２次公募にも採択されました。９月には非臨床試
験を開始しています。加えて、この不活化ワクチンを国内に早期
供給すべく、７月に厚生労働省「ワクチン生産体制等緊急整備事業
（第１次公募）」の事業者に採択され、生産に必要な設備の整備も
進めています。
　また６月に、当社の事業子会社である�Meiji�Seika�ファルマ株
式会社とＫＭバイオロジクス株式会社は、アストラゼネカ株式会
社が日本へ導入予定の新型コロナウイルスワクチンについて、国
内安定供給に向けた協議を進めることに合意しました。

　なお、当期の中間配当金については、１株当たり金75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。

株主のみなさまへ
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　売上高は前年同期を下回りました。発酵デイリー事業や栄養事業は前年同期を上回り、加工食品事業や海外事
業は前年同期並みとなりました。菓子事業は前年同期を大幅に下回りました。また、その他国内子会社は、株式譲
渡により３社が連結対象子会社から除外されたことなどにより、前年同期を大幅に下回りました。 
　営業利益は、ヨーグルトやプロバイオティクスなどの増収に加え、販促費などのコストコントロールに努めた結果、
前年同期を大幅に上回りました。

�売上高は前年同期を上回りました。体調管理意識の高まり
や巣ごもり消費の拡大を背景に、ヨーグルトや「明治おいし
い牛乳」は増収となり、プロバイオティクスは大幅な増収と
なりました。加えて「ザバスミルクプロテイン」も好調に推

�売上高は、家庭内需要の拡大により市販アイスクリームや
市販チーズは好調に推移しました。しかし、国内における外
出自粛要請などの影響で、特に第１四半期において業務用
食品が大幅な減収となったことにより、全体では前年同期

移しました。
�営業利益は、プロバイオティクスやヨーグルトの増収に加え、
販促費などの削減により前年同期を大幅に上回りました。

並みとなりました。
�営業利益は、物流費や販促費、減価償却費などの増加によ
り減益となりました。

食品セグメント（　　　　　　　）

4,965億円
（84.8%）

売上高

439億円
（86.9%）

営業利益

売上高／
営業利益
構成比

売上高

4,965億円
（前年同期比 ： 5.1%減）

営業利益

439億円
（前年同期比 ： 11.1%増）

▼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プレーン

▼

（ザバス）ＭＩＬＫ ＰＲＯＴＥＩＮ脂肪０▲

明治TANPACT
ロコケア（宅配専用）

▼

明治オリゴスマート▶
やさしいバニラ　

▲明治北海道十勝 
　カマンベールチーズ

▼明治チューブでバター1/3

▲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

▲ガルボチョコパウチ

チョコレート効果
▼カカオ72％BOX

オリゴスマート▶
ミルクチョコレート　

たけのこの里▶

▲明治えびグラタン
　3個入

◀明治アーモンドチョコレート

発酵デイリー事業 ヨーグルト、牛乳類、飲料等

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

�売上高は前年同期を大幅に下回りました。「きのこの山・た
けのこの里」は好調に推移し、健康志向チョコレートは前年
同期並みとなりましたが、コンビニエンスストア向け商品
が減収となり、チョコレート全体では減収となりました。ま

た、グミやガムは通勤・通学やオフィス需要の減少により、
大幅な減収となりました。
�営業利益は、販促費などの経費削減に努めましたが、減収
の影響により前年同期を大幅に下回りました。

セグメント別概況のご報告
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�売上高は前年同期を上回りました。スポーツプロテイン
「ザバス」は、運動不足解消ニーズの高まりや顧客層の拡
大により大幅な増収となり、流動食「明治メイバランス」も
好調に推移しました。スポーツアミノ酸「ヴァーム」はス

�売上高は前年同期並みとなりました。新型コロナウイルス
感染症拡大の影響により中国子会社の菓子事業や牛乳・
ヨーグルト事業は減収となりましたが、アイスクリーム事業
は巣ごもり消費の拡大により増収となりました。

ポーツイベントの減少により大幅な減収となりました。
�営業利益は、経費削減に努めましたが、2019年11月に稼
働した粉末プロテイン工場の減価償却費の増加などによ
り、前年同期を下回りました。

�営業利益は、中国子会社の菓子事業や牛乳・ヨーグルト事
業、米国子会社の減益が響き、全体では前年同期を大幅に
下回りました。

▼ザバス　ホエイプロテイン100
　ココア味

▲スーパーヴァーム
　顆粒

▲明治メイバランスMiniカップ
　いちごヨーグルト味

▼ 明治ほほえみ
　らくらくミルク

即攻元気ゼリー▲
アミノ酸＆ローヤルゼリー　

▼アミノコラーゲンプレミアム

栄養事業 スポーツ栄養、乳幼児ミルク、流動食、美容、一般用医薬品等

海外事業 海外子会社、輸出

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。）

「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。

寄贈にご賛同いただきました株主さま : 2,149名
株主さまから寄贈いただきました相当金額 : ６９０万8,000円
※当社からもほぼ同額相当分を寄贈し、合計1,382万円相当分の当社グループ製品の寄贈をしております。

特定非営利活動法人
とむての森

（北海道北見市）

特定非営利活動法人
ダウン症ファミリー総合支援めばえ21

（大阪府箕面市）

オンライン取材の様子

名護市幼児ことばの教室
（沖縄県名護市）

特定非営利活動法人
こども∞(むげん)感ぱにー

（宮城県石巻市）

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

取材レポート

今年度実績

　今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の状況を鑑み、会社よりオンラインでお話をお伺いさせ
ていただきました。コロナ禍での活動には制限がありますが、細かな気配りをされながら、利用者のお
子さんたちの笑顔を絶やさないよう努力をされているのが、各団体のご担当のみなさまのお話から
よく伝わってまいりました。詳しくは、当社ホームページにてご報告いたします。

セグメント別概況のご報告 トピックス
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売上高

891億円
（前年同期比 ： 6.6%減）

営業利益

66億円
（前年同期比 ： 19.7%減）

�売上高は前年同期を下回りました。インフルエンザワクチ
ンの早期出荷などによりヒト用ワクチンは大幅な増収とな
りました。一方、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を
受けて医療機関受診患者数が減少したことにより、抗菌薬
「メイアクト」やジェネリック医薬品は大幅な減収となりまし

　売上高は前年同期を下回りました。国内事業は、薬価改定に加えて新型コロナウイルス感染症拡大の影響により
前年同期を下回りました。海外事業も同感染症拡大の影響により、前年同期を大幅に下回りました。ＫＭバイオロジ
クスは主力品の増収により、前年同期を上回りました。
　営業利益は、ＫＭバイオロジクスが大幅増益となった一方、国内事業の営業損失により前年同期を大幅に下回り
ました。

医薬品セグメント（　　　　　　　　　　　　　　）
891億円
（15.2%）

売上高

66億円
（13.1%）

営業利益

売上高／
営業利益
構成比

た。抗うつ薬「リフレックス」も薬価改定の影響により大幅
な減収となりました。
営業利益は前年同期を大幅に下回りました。経費削減に努
めましたが、主力品の減収と薬価改定の影響を大きく受け
ました。

◀インフルエンザ
　HAワクチン
　「ＫMB」

▼エンセバック皮下注用

▲クアトロバック皮下注シリンジ

オイルバックス7R
▼

スイムジェンrART₂/ER
▼

▲メイアクト（スペイン）

バイクロット配合静注用▶

▲ボルヒール組織接着用

�売上高は前年同期を大幅に下回りました。新型コロナウイ
ルス感染症拡大の影響を受けた中国の子会社は、大幅な
減収となりました。

�売上高は、主力のインフルエンザワクチンが大幅に伸長し
たことに加え、Ｂ型肝炎ワクチン「ビームゲン」や血漿分画
製剤が好調に推移し、前年同期を上回りました。

▲ メイアクトMS
小児用細粒

▲ タゾピペ配合静注用「明治」

 ◀オリゼメート粒剤

▼ビラノア錠▼シクレスト舌下錠 ▼リフレックス錠

◀ パナメクチン
チュアブル

「meiji」
◀ザクサ液剤

�営業利益は前年同期を大幅に上回りました。増収の影響に
加え、インフルエンザワクチンの生産効率が向上したこと
や棚卸評価減の金額が減少したことなどが寄与しました。

▲アダント（スペイン）

▲スオード（タイ）

◀メイアクト（中国）

◀メイセリン（中国）

国内事業

海外事業

ＫＭバイオロジクス

�営業利益は、インドネシアやインドの子会社などにおける
経費削減が寄与し、前年同期を大幅に上回りました。

セグメント別概況のご報告
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1073R-1乳酸菌を使用したヨーグ
ルト。砂糖、甘味料無添加の甘くな
いタイプなので、ヨーグルト本来の
自然なおいしさや、好みに合わせた
アレンジが楽しめます。

明治北海道十勝カマンベールのと
ろ～りまろやかなおいしさが楽しめ
るリゾット。一皿で１５ｇのカマンベー
ルを使用。トレーのまま電子レンジ
で約５分の簡単調理です。

1073R-1乳酸菌を使用したヨーグ
ルト。砂糖不使用で甘さひかえめな
ので､砂糖の摂り過ぎや甘さを気に
することなく､毎日おいしく飲むこと
ができます。

定番の抹茶アイスに「糖として吸収
されないオリゴ糖」を配合し、おいし
く健康的に食べられます。おいしさ
をそのままに、心と体に優しいアイ
スです。

本場ブルガリア由来の乳酸菌を使
用し、独自の製法で乳素材のおいし
さを最大限引き出した、爽やかさと
やさしいコクを手軽に飲めるプレー
ンタイプののむヨーグルトです。

明治こだわりのスペシャリティカカ
オ豆のベネズエラ産カカオ豆を使
用。「ナッツ」のような香ばしさと旨
み・コクの味わいを最大限引き出し
たカカオ７０％のチョコレートです。

乳の栄養がたっぷりつまった脂肪0
のヘルシーなフレッシュチーズ。酸
味が少なく､旨味を引き出す乳酸菌
で発酵・濃縮することで､食事に合う
まろやかな旨味のあじわいです。

砂糖の代わりに、「糖として吸収され
ない」フラクトオリゴ糖を一部加える
ことで、ミルクたっぷりながら、糖の
吸収はおだやかなリッチミルクチョ
コレートです。

明治プロビオヨーグルト
R-1プレーン 明治カマンベールリゾット

明治プロビオヨーグルト
R-1ドリンクタイプ
砂糖0甘さひかえめ

明治オリゴスマート抹茶
明治ブルガリアヨーグルト
LB81プレーン
乳素材だけ/無添加

ザ・チョコレートベネズエラ
カカオ70明治QUARK オリゴスマート

リッチミルクチョコレート

明治おいしい牛乳
450ml

メルティーキッス
コク旨キャラメルバター

ザバス
MILK PROTEIN 脂肪0
ベリーミックス

TANPACT
ミルクチョコレート
ビスケットin

明治北海道十勝
生モッツァレラ

TANPACT
ヨーグルトテイストゼリー
プレーン

明治クリーミースム～ス
モンブラン味

メマンチン塩酸塩
OD錠「明治」

新鮮な生乳のおいしさを実現する
ナチュラルテイスト製法で､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ました。

雪のようなくちどけの冬期限定チョ
コレート。焦がしバターを利かせた
甘く濃厚なキャラメルチョコレート
をミルクチョコレートで包み、ココア
パウダーをまぶしました。

カラダづくりに有効なミルクプロテ
イン15gを配合しています。独自の
速攻吸収製法で吸収速度を高め､甘
さを抑えすっきりと飲みやすいベ
リーミックス風味に仕立てました。

賢くおいしく、乳たんぱく質を摂取で
きる、ザクザク食感のビスケットと組
み合わせた、小腹満たしにもちょうど
良いミルクチョコレート。手につきに
くく、こまめに食べやすい商品です。

北海道産の生乳を使用したフレッ
シュモッツァレラです。こだわりの製
法による濃厚なミルクのコクが楽し
めます。鮮度を保つために遮光性に
優れたフィルムを使用しています。

1本に乳たんぱく質5g入りのヨーグ
ルト風味のゼリー。吸収が早く利用
効率の良いホエイたんぱく質を使用
し、たんぱく質の利用をサポートする
亜鉛やビタミン類を配合しています。

北海道産の生クリームに栗を配合し、
「モンブラン」をイメージして作り上
げた口どけの良い、ふんわりムース
タイプのスプレッドです。栗のほど
よい甘さを味わうことができます。

中等度および高度アルツハイマー
型認知症における症状の進行を抑
制する薬です。過剰なグルタミン酸
の放出を抑えて脳神経を守ること
で症状の進行を抑えます。服用しや
すい「いちご風味」です。（個人によっ
て感じ方が異なります。）

フレッシュチーズ＆
ハーブソルト

※発売エリア限定
(北海道・関東甲信越・関西エリア）

フレッシュチーズ

フレッシュチーズ＆
トマトバジル

新製品のご紹介
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明治グループは「サステナビリティ2026ビジョン」のもとでますます多様化する社会課題に対し
て取り組みのスピードアップを図っています。特に「こころとからだの健康に貢献」は、食品と医薬
品という２つの事業領域をもつ「明治グループらしさ」を活かせる活動テーマです。例えば、たん
ぱく質摂取量低下による最近の低栄養問題に対しては、いろいろな商品カテゴリーで「TANPACT

（タンパクト）」ブランドを展開していますが、こうした社会課題は自社だけでなく他企業とも協業
しながら食品業界全体で解決していきたいと考えています。 取締役 専務執行役員 CSO　古田 純

未来への布石 社外取締役と投資家の対談

統合報告書とは

　統合報告書は、毎年の業績などの財務情報に経営戦略
やサステナビリティ活動などの非財務情報を加えて、企業
の長期的な展望を示した報告書です。明治グループでは、
2018年より統合報告書を編集・発行しています。
　明治グループは、「明治グループ2026ビジョン」のもと、
創業100年で培った強みを最大化し、日本でも世界でもさ
らに成長を遂げるための取り組みを進めています。統合報
告書では、その持続的な成長を実現する基盤となる価値創
造プロセスを示した上で、事業戦略、サステナビリティ、ガ
バナンスなど様々な観点から現状と今後の方向性をまと
めています。
　株主や投資家のみなさまをはじめとした幅広い読者の
みなさまに、明治グループについてのご理解をさらに深め
ていただけるよう、今後も内容を一層充実させていきます。

　どのように食品事業と薬品事業のシ
ナジーを追求し、社会課題の解決に貢献
しようとしているかをご紹介しています。
その起点となる研究所「価値共創セン
ター」に焦点を当て、研究の進捗やセン
ター長のコメントなどを掲載しています。

P.10〜11 P.56〜59

社長メッセージや明治グループの強み・歴史など、このほかにもたくさんの情報が掲載されています。
みなさま、ぜひご覧ください。

https://www.meiji.com/investor/library/integratedreports/

　投資家から見る明治グループの可能
性について、社外取締役と投資家との対
談形式で掲載しています。社外取締役
の果たす役割やガバナンスへの評価、
明治グループの課題などについての
ディスカッションをご覧いただけます。

「統合報告書2020」を発行しました 明治グループサステナビリティ2026ビジョン
食と健康のプロフェッショナルとして事業を通じた社会課題の解決に貢献し、

人々が健康で安心して暮らせる「持続可能な社会の実現」を目指します。

　明治グループは「こころとからだの健康に貢献」「環境との調和」「豊かな社会づくり」の3つのテーマと共通テーマの「持続可能な調達
活動」を掲げ、マテリアリティとKPIを設定しています。各テーマの取り組み事例をご紹介します。

注目 注目！ ！

プラスチック使用量削減感染症対策

　　こころとからだの健康に貢献 　　環境との調和

　　持続可能な調達活動　　豊かな社会づくり

自社製品の寄贈 カカオ農家支援活動

「明治プロビオヨーグルト」ドリンクタイプの
ペットボトルを当初13gから8.7gへの軽量化
を順次進めています。

マテリアリティ：重要課題　KPI：重要業績評価指標

新型コロナウイルスワクチンの開発
を進めています。また、受託製造に
向けて協議しています。

【貢献するSDGs】

【貢献するSDGs】

【貢献するSDGs】

【貢献するSDGs】

2019年10月から明治ハピネス基金
を開始しました。フードバンク団体
などに自社製品を寄贈しています。

2006年から環境・人権に配慮したカカ
オ豆の生産支援を開始し、現在9ヵ国で
実施しています。

CSO（チーフ サステナビリティ オフィサー）から株主のみなさまへ
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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
（2020年3月31日現在）

当第2四半期連結会計期間
（2020年9月30日現在）

資産の部

流動資産

現金及び預金 37,446 63,434
受取手形及び売掛金 179,931 181,872
商品及び製品 111,028 114,984
仕掛品 3,729 5,548
原材料及び貯蔵品 58,542 63,574
その他 27,454 23,604
貸倒引当金 △1,247 △2,404

流動資産合計 416,885 450,614
固定資産

有形固定資産 444,191 445,945
無形固定資産 14,297 14,492
投資その他の資産　 123,545 158,861

固定資産合計 582,034 619,299
資産合計 998,920 1,069,914

負債の部

流動負債 256,520 305,010
固定負債 144,826 145,313
負債合計 401,347 450,323

純資産の部

株主資本 553,687 571,256
その他の包括利益累計額 9,066 12,806
非支配株主持分 34,819 35,526
純資産合計 597,573 619,590
負債純資産合計 998,920 1,069,914

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�2019年4月�1�日（至�2019年9月30日）

当第2四半期連結累計期間
自�2020年4月�1�日（至�2020年9月30日）

売上高 618,077 584,976
売上原価 394,231 368,381
売上総利益 223,846 216,594
販売費及び一般管理費 176,273 166,192
営業利益 47,573 50,401
営業外収益 3,112 2,170
営業外費用 1,952 1,916
経常利益 48,733 50,655
特別利益 1,165 1,026
特別損失 2,693 4,523
税金等調整前四半期純利益 47,205 47,158
法人税等 14,630 16,372
四半期純利益 32,574 30,785
非支配株主に帰属する四半期純利益 711 2,052
親会社株主に帰属する四半期純利益 31,862 28,733

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�2019年4月�1�日（至�2019年9月30日）

当第2四半期連結累計期間
自�2020年4月�1�日（至�2020年9月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー 34,007 40,823
投資活動によるキャッシュ・フロー △36,314 △60,331
財務活動によるキャッシュ・フロー 787 44,852
現金及び現金同等物に係る換算差額 △364 △616
現金及び現金同等物の増減額 △1,883 24,728
現金及び現金同等物の期首残高 24,481 37,110
現金及び現金同等物の四半期末残高 22,598 61,839

役員紹介 （2020年10月1日現在）

代表取締役社長
CEO 川村 � 　和夫 兼務　㈱明治　取締役�

兼務　Meiji�Seika�ファルマ㈱　取締役

取締役執行役員
COO（医薬品セグメント）小林 � 大吉郎

兼務　Meiji�Seika�ファルマ㈱
　　　代表取締役社長

取締役執行役員
COO（食品セグメント）松田 � 　克也 兼務　㈱明治　代表取締役社長

取締役専務執行役員
CFO 塩﨑 � 浩一郎 兼務　Meiji�Seika�ファルマ㈱　取締役�

兼務　KMバイオロジクス㈱　取締役

取締役専務執行役員
CSO 古田 � 　　純 兼務　㈱明治　取締役

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

執行役員 谷口 � 　　茂 兼務　㈱明治�常務執行役員

執行役員 松岡 � 　伸次 兼務　㈱明治�執行役員

執行役員 松本 � 　有平

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

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
79,937名
（自社含む）

金融商品取引業者 55名
2,901,146株

（1.90％）

その他の法人 742名
15,089,954株

（9.88％）

外国法人等　
751名
35,242,913株

（23.08％）

金融機関 146名
62,962,856株

（41.24％）

個人その他
78,243名
36,486,531株

（23.90％）

株式の状況 所有者別

（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。

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） 16,387 10.73

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 8,928 5.85

日本生命保険相互会社 3,348 2.19

株式会社みずほ銀行 3,117 2.04

農林中央金庫 2,892 1.89

株式会社日本カストディ銀行（信託口5） 2,770 1.81

明治ホールディングス取引先持株会 2,619 1.72

明治ホールディングス従業員持株会 2,541 1.66

株式会社りそな銀行 2,347 1.54

ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮＫ　ＷＥＳＴ　ＣＬＩＥＮＴ　－　
ＴＲＥＡＴＹ　505234 2,264 1.48

（注）上記の他に、当社が7,582千株（持株比率4.97%）保有しております。

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）

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4月1日
資本金 300億円

※2021年3月期第1四半期において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、2020年3
月期に係る各数値については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。

連結財務諸表 会社概要／株式の状況 （2020年9月30日現在）

13 14


