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ごあいさつ

代表取締役社長

　平素より格別のご支援を賜り、厚く御礼申しあげます。この度は当社連結
子会社の不適切な会計処理に端を発した決算の遅延などにより、株主の皆さ
まへご心配とご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申しあげます。
　当社グループは、営業黒字は確保しましたが、上記連結子会社の影響
により親会社株主に帰属する当期純利益が2年連続の赤字となりました。 
また、新型コロナウイルスの感染拡大は、家庭用食品の売上増加と業務用 
食品の売上減少をはじめ、当社グループの全ての事業に大きな影響を与え 
ました。事態は長期化しており、新常態と言われる新しい消費行動への対応
が求められています。
　このような状況を踏まえ、当社は本年度、ガバナンスの見直しにより 
ステークホルダーの皆さまからの信頼回復を図ります。その上で、コロナ禍
の今だからこそ、「社会に対し、食を通じて健康と豊かな食生活を提供する」
という当社の経営理念に基づいた提案を行い、持続的な成長に向けた新たな
一歩を踏み出してまいります。
　今後とも変わらぬ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

　当社は海外連結子会社の一連の問題に対する業務改善策
に最優先で取り組み、ステークホルダーの皆さまからの信頼 
回復に努めております。そのため、2021年4月から取り組む
予定であった新たな中期経営計画の策定および公表を1年 
延期いたしました。
　当社を取り巻く食品業界においては、新型コロナウイルス

の感染拡大により、消費行動や市場構造が大きく変化して 
おり、その変化に柔軟に対応していくことが求められています。
　当社の2022年3月期は、新型コロナウイルス感染防止の 
ための各種方策を実施しながら、新常態と言われる新しい 
消費行動の中で持続的に成長するための長期戦略を練り上げ
る期間といたします。

中期経営計画の延期

Vitamin Report
ビタミンレポート

1



経常利益／
親会社株主に帰属する当期純利益（百万円）

総資産／純資産

■■ 経常利益
■■ 親会社株主に帰属する当期純利益

■■ 総資産
■■ 純資産

（百万円）

営業利益（百万円）

2018年
3月期

89,515

2019年
3月期

89,024

2020年
3月期

82,974

2021年
3月期

77,722

売上高（百万円）

2018年
3月期

4,587

2019年
3月期

4,388

2020年
3月期

5,045

2021年
3月期

1,652

2018年
3月期

5,424

2019年
3月期

4,580

2020年
3月期

5,307

2021年
3月期

1,367

2018年
3月期

110,994

2019年
3月期

109,706

2020年
3月期

101,853

2021年
3月期

106,535
4,800

2,623

△8,933 △1,618△1,618

58,919 59,229
46,789 46,67446,674

　当社グループの連結業績は、売上高は777億22百万円
（前期比6.3%減）、営業利益は13億67百万円（同74.2%
減）、経常利益は16億52百万円（同67.2%減）、また親会
社株主に帰属する当期純損失は16億18百万円となりま 
した。
　セグメント別の売上では、全ての事業が新型コロナウイ
ルスの感染拡大の影響を受けました。
　「国内食品事業」では家庭用食品が内食需要の高まりに
より好調に推移しましたが、業務用食品や加工食品用原料
等は関係先業界の需要が落ち込み、減収となりました。
　また、「国内化成品その他事業」は米中貿易摩擦による 
影響を受けた一部の分野が伸びを欠き、「海外事業」では 
生産・販売の両面で新型コロナウイルスの感染拡大の影
響を大きく受け、いずれも減収となりました。利益面では、 
経費の削減に努めましたが、売上高の減少と海外事業の 
営業損失拡大により、大幅な営業減益となりました。

ガバナンスの見直し
　当社は現在、取締役会の機構改革、経営幹部の職責に対する
意識改革、子会社に関する管理強化およびコンプライアンス
教育の強化、監査機能の強化などを通じてガバナンスの見直
しを行っております。

各事業の取り組み
　国内食品事業では健康意識の高まりに対応し、わかめの 
健康機能に関する情報発信を行い、好調なわかめ関連商品の

提案を強化します。家庭用食品ではトレーニング動画と合わ
せたノンオイルドレッシングのメニュー提案を、業務用食品
では給食や老健市場に向けた減塩商品の提案や中食市場の 
販路開拓を図ります。加工食品用原料等はビタミン類の供給
体制を整備し、需要の拡大に対応します。
　化成品事業では、環境意識の高まりが植物由来原料を使用
した当社の化成品用改良剤にとってチャンスと捉え、設備投
資を実施して売上規模の拡大を図ります。
　海外事業は改良剤分野で原料価格・海上運賃が高騰してい
るため、高付加価値品の販売と収益の改善に注力します。

当期の概況

今後の取り組み
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売上高
構成比

27.6

17.7

23.5

家庭用
食品

業務用
食品

加工食品用
原料等

(%)

国内食品事業  68.8%

545億14百万円 46億77百万円
売上高 営業利益

前期比 5.3％ 前期比 13.2％

国内化成品その他事業 7.8%

62億4百万円 5億41百万円
売上高 営業利益

海外事業  23.4%

185億50百万円 △33億3百万円
売上高 営業利益

前期比 6.4％ 前期比 19.3％

前期比 8.9％ （前期は営業損失2億92百万円）

　「改良剤」分野は食品用改良 
剤、化成品用改良剤を海外拠
点で生産・販売しています。 
販売先は中国・東南アジアを
はじめ、欧州・米国等、世界の
数十ヵ国にわたっています。

セグメント別事業概況

■�家庭用食品　ドレッシング（リケンのノンオイル、リケン
サラダデュオ®）、海藻製品（ふえるわかめちゃん®、わかめ
スープ）、和風調味料（素材力だし®）、レトルト食品等を 
一般ご家庭向けに提供しています。

■�業務用食品　学校給食や外食産業にドレッシング、海藻
製品、和風・洋風・中華風の調味料やスープ、米飯調味料と
いった加工食品を提供、また、コンビニ等の中食市場や 
加工食品メーカーにも、各種調味料等を提案しています。

■�加工食品用原料等　国内加工食品メーカー向けに食品用
改良剤・色素・ビタミン等を、また、医薬品・健康食品メー
カー向けにはビタミンをはじめとする各種ヘルスケア 
素材等を、それぞれ幅広く提案しています。

　国内化成品メーカー向けに、プラスチック、ゴム、化粧品、
農業用フィルム、食品用包材等の機能性付加や加工性向上に
効果的な改良剤を提供しています。その他事業としては飼料
用油脂等を販売しています。

※下記の各事業の数値には、セグメント間の内部売上高を含めています。売上高構成比は調整前の数値です。

国内食品事業 国内化成品その他事業

海外事業
「わかめスープ」宇宙へ
　当社の「わかめスープ」が、
日本人2人目のISS船長、星出
宇宙飛行士を支える宇宙日本
食として搭載されて
います。

アルコール消毒液の抗菌効果の持続性を向上
　アルコール消毒液に当社の
改良剤を加えて抗菌効果を 
長続きさせるご提案なども
行っています。植物由来の 
ため、手指にも安心してお使
いいただけます。

アプリケーションセンター（シンガポール）
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わかめ摂取による血糖値・中性脂肪の上昇抑制
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わかめの瑞々しさを
イメージしたブランド 
ロゴにリフレッシュ！

「おいしくってヘルシー」
なわかめスープの

特長を表現

2021年リニューアルパッケージ

40周年記念ロゴ
を採用

愛され続けて40年

わかめの健康機能紹介　　　　　　　　　　　　　　　　古くから健康食材として知られるわかめ、当社はその健康効果
を科学的に明らかにするため研究を重ねています。ここでは研究成果の一例として、ヒトがわかめを 
摂取した際に確認された健康効果をご紹介します。

「理研ビタミンの食育」サイト内の「わかめ百科」のコーナーでは、
わかめに関するまめ知識などをご紹介しています。
今回ご紹介したわかめの健康機能に関する詳しい情報もこちらから 

▼▶https://www.rikenvitamin.jp/shokuiku/dictionary/

わかめファミリー
©2019 RIKEN VITAMIN

食後の血糖値や中性脂肪の上昇を抑える効果

食後の急激な血糖値や中性脂肪の上昇は、動脈硬化を引き 
起こすことにつながるため上手にコントロールすることが 
大切です。わかめの摂取により糖や中性脂肪の代謝が整えら
れることが期待されます。
共同研究：藤女子大学人間生活学部食物栄養学科 三田村理恵子教授

　「リケンのわかめスープ」は、今年で発売
40周年を迎えます。
　1981年の発売以来、お湯をそそぐだけ
ですぐできる手軽さと北海道産ほたての
旨みを効かせたコクのある味わいで親し
まれ、当社を代表するロングセラー商品の
ひとつとなりました。
　これからも、インスタントわかめスープ 
売上No.1ブランド※の「リケンのわかめ
スープ」をどうぞよろしくお願いいたします。
※インテージ SRI インスタントわかめスープ(具材にわか

めを含む)市場2017年11月〜2020年9月累計販売金額。

当社ホームページの
「わかめ百科」も

ご覧ください！

特集
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理研ビタミングループのCSR

【受賞テーマ】
「食品工場における品質と省エネの両⽴に向けた�

聖域なき省エネ改⾰」

　2020年度省エネ大賞の省エネ事例部⾨（CGO・
企業等分野）で、当社草加工場の取り組みが最高賞
にあたる「経済産業大⾂賞」を受賞しました。
　食品工場において省エネ活動の手が及ばず聖域
のように扱われることの多い品質に関与するエネ
ルギーにも踏み込み、社内の省エネ委員会の組織改
革を通じて品質と省エネを両⽴させる施策を行う
活動サイクルを確⽴した点が高く評価されました。

2020年度省エネ⼤賞�経済産業⼤臣賞を受賞 !

スギ花粉の飛散量抑制へ向けて

TOPICS

　理化学研究所 有本特別研究室との共同研究により、天然由来 
の脂肪酸エステルを主成分とする薬剤に、スギの雄花の着花
を抑制する効果があることを確認しました。実用上の薬害 
もなく、周辺の植生への悪影響も認められなかったことから、 
春のスギ花粉の飛散量抑制に役⽴つと期待されます。当社は 
今後、理化学研究所と連携して、農薬としての登録を目指します。

散布した部分
（散布区）の様子

散布していない部分
（対照区）の様子

密度の高い着花が見られました。着花が見られませんでした。

感 染 症 対 策 で
授 賞 式 が 中 止
となり、社内で
記念撮影

理研ビタミンの「みんな良し」（CSR）に対する考え方や活動内容について
ご紹介しています。

▼▶https://www.rikenvitamin.jp/csr/

当社ホームページの
CSR情報も

ご覧ください！
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保有株式数 保有期間3年未満 保有期間3年以上※

100株以上〜500株未満 1,000円相当 2,000円相当
500株以上〜1,000株未満 2,000円相当 3,000円相当

1,000株以上〜3,000株未満 3,000円相当 4,000円相当
3,000株以上〜 4,000円相当 5,000円相当

※毎年3月末および9月末の株主名簿に同一株主番号で7回以上連続して記載された株主さまが対象となります。
※保有期間中に証券口座の変更や貸株サービスを利用された場合は、株主番号が変更となる可能性があります。

対象株主さま

毎年3月末および9月末現在の株主
名簿に記載された100株以上を保有
している株主さま

優待内容

それぞれの基準日現在の対象株主さまに対し、
保有株式数および保有期間に応じて下記の基準
で当社製品を贈呈いたします。

送付時期
毎年6月下旬 

および 
11月下旬 
（予定）

　株主さまの日頃のご支援に感謝するとともに、 
当社の事業内容をより一層ご理解いただくため、 
当社製品を贈呈しております。

株主優待のお知らせ

※写真はイメージです　※パッケージは変更になる場合があります

2,000円相当の製品例

■ 株主メモ
お知らせ
 1. 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） 
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信託銀行が口座管理機関と
なっておりますので、左記特別口座の口座管理機関 

（三菱UFJ信託銀行）にお問い合わせください。なお三菱
UFJ信託銀行全国各支店にてもお取次ぎいたします。

 3. 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行 
本支店でお支払いいたします。

事業年度 4月1日～翌年3月31日
配当金受領株主確定日 〔 期末 〕 3月31日　　〔 中間 〕 9月30日
定時株主総会 6月
株主名簿管理人
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
東京都府中市日鋼町1-1 　TEL：0120-232-711（通話料無料）
郵送先　〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号
　　　　三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

上場証券取引所 東京証券取引所

公告の方法
電子公告により行う 公告掲載URL：https://www.rikenvitamin.jp/

（ただし、電子公告によることができない事故、その他やむを得ない
事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載いたします。）
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〒160-0004　東京都新宿区四谷一丁目6番1号
TEL（代表）　03-5362-1311
https://www.rikenvitamin.jp/

商　号
設　立
資本金
事業内容 
 
 

従業員数

理研ビタミン株式会社
1949年8月27日
25億3,700万円
家庭用食品、業務用食品、 
加工食品用原料、食品用改良剤、 
化成品用改良剤、 
ビタミン類等の製造・販売
942名（連結2,248名）

代表取締役社長

代表取締役専務

取締役

取締役

取締役

社外取締役

取締役 常勤監査等委員

社外取締役 常勤監査等委員

社外取締役 監査等委員

社外取締役 監査等委員

社外取締役 監査等委員

山木　一彦
伊東　信平
仲野　隆久
指田　和幸
冨取　隆浩
平野　伸一
加藤　栄一
藤永　　敏
竹俣　耕一
末吉　永久
末吉　　亙

取締役 （2021年6月22日現在）

道津　信夫
望月　　敦
小山　真一

常務執行役員 （2021年6月22日現在）

会社概要 （2021年3月31日現在）

常務執行役員

常務執行役員

常務執行役員

第85期定時株主総会決議ご通知
2021年6月22日開催の当社第85期定時株主総会におきまして、

下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。

第85期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告の内容、
連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結 
計算書類監査結果報告の件

第1号議案　�第85期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）�
計算書類承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案　�第85期剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき
21円と決定いたしました。

第3号議案　�定款一部変更の件�
本件は、原案どおり承認可決されました。

第4号議案　��取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員で 
ある取締役を除く。）として、山木 一彦、伊東 信平、仲野 隆久、 
指田 和幸、冨取 隆浩、平野 伸一の6氏が選任され、就任 
いたしました。

第5号議案　�監査等委員である取締役5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役
として、加藤 栄一、藤永 敏、竹俣 耕一、末吉 永久、末吉 亙の 
5氏が選任され、就任いたしました。

第6号議案　�取締役に対する業績連動型株式報酬制度の継続および�
一部改定の件�
本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

決議事項

報告事項


