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株主メモ

4月1日から翌年3月31日まで

3月31日
なお、中間配当を実施する場合の株主確定日は、
9月30日といたします。

毎年6月

三菱UFJ信託銀行株式会社

〒137-8081　東京都江東区東砂七丁目10番11号
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
電話 　  0120-232-711

東京証券取引所

電子公告の方法により行います。 
ただし、やむを得ない事由により電子公告をすること
ができない場合は、日本経済新聞に掲載します。
公告掲載は当社ホームページにて行います。

事業年度

配当金受領
株主確定日
 

定時株主総会

株主名簿管理人 

同連絡先

上場証券取引所

公告の方法

下記ＵＲＬにアクセスいただき、アクセスコード入力後に表示される
アンケートサイトにてご回答ください。所要時間は5分程度です。

株主の皆様の声をお聞かせください

ご回答いただいた方の中から
抽選で薄謝（図書カード500円）
を進呈させていただきます。

kabu@wjm.jpへ空メールを送信してください。（タイトル、本文は無記入）
アンケート回答用のURLが直ちに自動返信されます。

空メールによりURL自動返信

いいかぶ 検索検索

●アンケートのお問い合わせ 
  「e-株主リサーチ事務局」

TEL： 03-5777-3900（平日 10：00～17：30）
MAIL：info@e-kabunushi.com

●アンケート実施期間は、本書がお手元に
到着してから約2ヶ月間です。

http://www.e-kabunushi.com
アクセスコード 2818

※本アンケートは、株式会社 a2media（エー・ツー・メディア）の提供する
「e-株主リサーチ」サービスにより実施いたします。（株式会社 a2mediaに
ついての詳細 http://www.a2media.co.jp）※ご回答内容は統計資料
としてのみ使用させていただき、事前の承諾なしにこれ以外の目的に使用
することはありません。

株主優待のご案内
次の基準の保有株式数に応じて年１回贈呈いたします。
株式数 優待内容
100株以上～500株未満
500株以上～1,000株未満
1,000株以上

1,000円相当の当社商品
2,000円相当の当社商品
3,000円相当の当社商品

●対象株主様

●贈呈時期
株主名簿に記載されたご住所へ毎年6月中に発送いたします。

1

2 通信販売での株主様ご優待価格

当社では、株主の皆様の声をお聞かせいただくため、アンケートを
実施いたします。お手数ではございますが、アンケートへのご協力を
お願いいたします。

毎年3月31日現在の当社株主名簿に記載された1単元（100株）以上を
保有する株主様。

毎年3月31日現在または9月30日現在の当社株主名簿に記載された1単元（100株）以上を保有する株主様に対し、
当社商品を株主優待価格（約10％割引）で、ご購入いただけるご案内を送付いたします。
●3月31日現在の株主様には6月に送付いたします。
●9月30日現在の株主様には11月に送付いたします。

2016年6月にお送りいたしました1,000円相当の商品です。



株主の皆様へ財務ハイライトエピソード from ピエトロ物語

当期の経営成績

　当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用情勢や所得環
境は改善傾向にあるものの、金融資本市場が不安定な動きを
示すなど、景気の先行きが不透明な状況で推移いたしました。
　食品業界及び外食業界におきましては、円安や天候不順の
影響により仕入コストが上昇するとともに消費者の節約志
向が高まるなど、厳しい環境が続きました。
　このような状況のもと、当社グループは、経営の効率化を
図るとともに、素材と製法にこだわった高付加価値商品のご
提供をとおして、ブランド価値向上に努めてまいりました。
　また、創業35周年記念事業として、お客様への感謝の気持
ちを伝えるイベントを全国の幼稚園及び商業施設において
実施し、さらなる認知度向上を図ってまいりました。
　当連結会計年度の売上高につきましては、食品事業を中心
に堅調に推移したことから、97億28百万円（前期比1.8％増）
となりました。
　利益面では、原価率の上昇及び販管費の増加などにより、
営業利益は５億22百万円（前期比12.8％減）、経常利益は
５億７百万円（前期比14.5％減）となりましたが、親会社株主
に帰属する当期純利益につきましては、保険解約返戻金など
の特別利益により３億14百万円（前期比6.0％増）となりま
した。

　2017年３月期の経営環境につきましては、雇用所得環
境の改善による景気の緩やかな回復傾向は持続していくも
のと思われますが、海外経済の減速による企業収益への影
響や節約志向の高まりによる個人消費への影響が懸念され
ます。
　2017年３月期の連結業績予想につきましては、食品事
業において、主力ドレッシングの拡販を強化するとともに、
高付加価値商品の開発とその販路開拓を行い、売上拡大を
図ってまいります。また、レストラン事業においては、新し
いスタイルの店舗出店を行うとともに、既存店の活性化と、
お客様満足度のさらなる向上を図り、事業拡大を図ってま
いります。
　次期の業績につきましては、売上高は100億円（前期比
2.8%増）、営業利益は６億円（前期比14.8%増）、経常利益は
５億80百万円（前期比14.3%増）、親会社株主に帰属する当
期純利益は３億30百万円（前期比4.8%増）を予想しており
ます。

31期
2016年3月

売上高 （単位：百万円）

（単位：円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

31期
2016年3月

31期
2016年3月

507

31期
2016年3月

21.00

記念配当
2.00

経常利益

親会社株主に帰属する当期純利益

1株当たり年間配当金

97.2億円
前期比

1.8%増

5.0億円
前期比

14.5%減

3.1億円
前期比

6.0%増

19.00円

配当性向

記念配当2.00円

37.3%

314

9,728

239

30期
2015年3月

30期
2015年3月

30期
2015年3月

593

30期
2015年3月

19.00

296

9,554

29期
2014年3月

29期
2014年3月

29期
2014年3月

532

29期
2014年3月

19.00

9,600

これもひとえに株主の皆様をはじめとするお客様と
関係各位のご支援の賜物と心より感謝申し上げます。

1980年12月に福岡市の天神三丁目で
一軒のレストランからはじまったピエトロは、
大きな舞台に上がった今、さらに止まらずに挑み、
物語を紡いでいきます。

これからも皆様のご期待にお応えできるよう
さらなる業容の拡大と企業価値の向上に努めてまいります。
引き続きあたたかいご支援のほど
よろしくお願い申し上げます。

おかげさまで当社株式は、
2015年12月24日に
東京証券取引所市場第一部に
指定されました

今後の見通し

株主の皆様におかれましては、
格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
ここに当社2016年３月期の
事業の概況についてご報告申し上げます。代表取締役社長
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創業35周年を迎え、これまでに生まれた人気メニューをずらりとそろえた「復刻メニュー」、小麦粉の量をできる限り控
え、オーツブラン、ライスブラン、食物繊維などを加えて作った「糖質オフパスタ」、イタリア・ミラノで話題の乾燥しらた
きで作る「ピエトロＺＥＮ（ゼン=禅）パスタ」など、おいしさと健康を意識した多数のメニューをとりそろえております。ピエトロの和風しょうゆシリーズがさらに充実。具材たっぷりでレモ

ン風味が効いたさっぱりとした口当たりの「ノンオイル 和風しょうゆ
＆レモン」と和風しょうゆベースに生姜と柚子ごしょうを加えた、料理
の味付けにも使える濃厚な味わいの「濃い味 和風しょうゆ＆生姜」の
２アイテムです。
しょうゆベースなので、生野菜のサラダはもちろん、さまざまな料理
に使える“万能調味料”として、お客様のお好みや体調などに合わせ
てお選びいただける充実のラインナップです。

レストランのグランドメニューが新しくなりました

ＰＲＥＭＩＯピエトロ 海と畑のパスタ KＩＴＴＥ博多
プレミオ

2016年4月21日 ＯＰEN

ピエトロドレッシング

和風しょうゆシリーズに新しい仲間が登場 2016年3月 発売

高菜と生しいたけ 辛子明太子・うに・いくら

シチリアーノ マロンと海老のドリア

アボカドとサーモンの豆乳バジルソース

トマトとバジル、モッツァレラチーズ

創業35年復刻メニュ
ー

白を基調とした明るい店内
カルパッチョ チキンと葉野菜のサラダ さばの煮付け ローストビーフ

糖質オフパスタ

ピエトロ ZEN パスタ

ノンオイル
和風しょうゆ

＆
レモン

濃い味
和風しょうゆ

＆
生姜

ピエトロの和風しょうゆシリーズ 充実のラインナップ

ピエトロ
ドレッシング
グリーン

ピエトロ
ドレッシング

ピエトロ
ドレッシング
濃い味

ピエトロ
ドレッシング
ライトタイプ

万 能 調 味 料

さまざまなお料理に使える汎用性の高さが注目されています

あっさり 濃厚

ピエトロ
ノンオイル

『ノンオイル』を使ったメニュー例 『濃い味』を使ったメニュー例
九州・アジアの玄関口である博多駅に隣
接する商業ビルとして開業した『ＫＩＴＴＥ
博多』の10階に新業態のレストランを
オープンしました。大きな窓からの景色
を眺めながら、博多らしい魚介類、野菜
や果物など、“海と畑の食材”を活かした
プレミアム感あふれる当店限定メニュー
の数々をお楽しみいただけます。

冷製カルボナーラ  海のいくらと畑のキャビア添え
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セグメント別の概況

　食品事業におきましては、ブランド戦略を継続するとともに、「万能調味料」とし
ての使い方提案など商品価値を伝える営業をさらに強化し、売上拡大を図ってま
いりました。
　商品別では、主力ドレッシングの「オレンジキャップ」と「グリーン」が順調に売
上を伸ばしました。また、「オリーブオイルシリーズ」など健康を意識したドレッシ
ングの品揃えを充実させるとともに、パスタソースの新商品を投入いたしました。
　さらに、2016年春の新商品として投入した「ノンオイル」と「濃い味」がご好評を
いただいており、定番商品として育成を図ってまいります。
　通信販売限定商品につきましては、健康志向のお客様に向けた「PIETRO 
Kenkou」シリーズにおいて、冷凍パスタ及び冷凍スープの新商品を投入いたしま
した。
　また、調理の簡便化に対応した商品として、レンジアップ用のパスタソース３品
を新たに発売いたしました。
　以上の結果、売上高は71億28百万円（前期比4.1％増）、営業利益は22億５百万
円（前期比0.8％減）となりました。

レストラン店舗推移

2015年3月末

26（1）

21（̶）

47（1）

2 （̶）

 ̶（̶）

2 （̶）

1 （̶）

3 （̶）

4 （̶）

27（1）

18（̶）

45（1）

直営店

FC店

合計

2016年3月末

（単位：店舗）

増　加 減　少

注）（　）内は内数であり、海外店舗数であります。 

売上構成比

食品事業

レストラン事業

73.3％
7,128百万円

1.6％
159百万円

25.1％
2,440百万円

その他事業

　レストラン事業におきましては、旬の食材を取り入れた季節ごとのメニューに
つきましては、「春のごちそうフェア」、「冷製パスタフェア」、「秋のカルボナーラ
フェア」などを実施してまいりました。
　グランドメニューにつきましては、2015年12月に刷新して、かつての人気メ
ニューを「復刻メニュー」として13品ご提供するとともに、「糖質オフパスタ」やカ
ロリーを抑えた「ＺＥＮパスタ」など、健康志向のメニューを新たに加えました。
　また、「ピエトロクラブ」の会員様向けには、数々の特典付きキャンペーンを実施
して、お客様満足度の向上と来店誘致の強化に取り組んでまいりました。
　2015年９月には、「イムズ店」（福岡市中央区）に、「野菜の食べ方・楽しみ方」を提
案する新しいスタイルの店舗として、“YASAI Café”（野菜カフェ）を併設し、

「PIETRO CORTE & YASAI Café イムズ店」としてリニューアルオープンいたし
ました。
　以上のとおり、サービス向上を図ってまいりましたが、店舗数の減少により、売
上高は24億40百万円（前期比4.7％減）、営業損失は68百万円（前期は95百万円の
営業損失）となりました。

商 品 名

ドレッシング
シーザー®オリーブオイル
ノンオイル 和風しょうゆ＆レモン
濃い味 和風しょうゆ＆生姜

パスタソース ポルチーニとトリュフのクリームソース
魚介のブイヤベース風 スープ仕立て

2015年度 新商品

商 品 名
スープ 海老と国産野菜のビスクスープ

冷凍ピザ キーマカレーとチーズ
うにのホワイトソース

PIETRO 
Kenkouシリーズ
冷凍パスタ

たらこのまろやかクリーム 和風味

PIETRO 
Kenkouシリーズ
冷凍スープ

白いんげん豆と５種の穀物のポタージュ
北海道産とうもろこしとキヌアの具だくさんスープ
あめ色たまねぎのスープ

レンジでチンする
パスタ

５種の野菜のトマトソース
海老のビスクソース
たらこのクリーム仕立て

村田厨房直送便

４月便り
７月便り
11月便り
２月便り

2015年度 通信販売限定新商品

メニュー名
2015年 ４月 春のごちそうフェア

４月～ ８月 冷製パスタフェア
９月～11月 秋のカルボナーラフェア
12月 グランドメニュー改定、クリスマスフェア

2016年 １月～ ２月 あつあつフェア
３月 春のごちそうフェア

2015年度 レストランメニュー

レストラン事業

食品事業 レストラン事業

食品事業

創業35年復刻メニュー「なすとトマトのシチリア風」

コブサラダ
PIETRO CORTE & 
YASAI  café イムズ店

2015年秋の新商品
「シーザー®オリーブオイル」

ポルチーニと
トリュフの
クリームソース 魚介のブイヤベース風

スープ仕立て
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Topics

され続けて35年。日頃のご愛顧に感謝の気
持ちを込めて、当社はこの１年間、「野菜嫌

いをナオソ。」をテーマに掲げ、マスコットキャラ
クターの“どれピー”とともに全国35ヶ所の幼稚
園をオリジナルのキッチンカーで西から東へと訪
ね、子どもたちに野菜嫌いをなおす魔法をかけて
回りました。たくさんの子どもたちの「おいしい」

の笑顔を目にして、従業員一同あらためてこの魔法のドレッシングのパワーに驚くととも
にお客様への感謝の気持ちをさらに深めました。

～創業35周年の感謝の気持ちを込めて～
015年12月、当社はおかげさまで創業
35周年を迎えることができました。

はじまりは一軒のパスタレストラン。スパゲ
ティの麺が茹であがるまでの間、お客様をお
待たせしないように提供した生野菜のサラダ
に、創業者の村田シェフがかけた魔法。それ
は、当時ではめずらしいしょうゆベースのま
ろやかな風味のドレッシングでした。「野菜嫌
いの子どもがおいしそうに野菜を食べる」とその評判は全国へと広がり、ピエトロドレッ
シングは“魔法のドレッシング”として多くの皆様にご支持され続けています。

れからも、お客様からいただく「おいしい」
のひとことを大切にし、40年先、50年先と

末永く愛され、皆様からのご期待に応えることが
できるよう従業員一同心を込めて努めてまいりま
すので、引き続き変わらぬご支援のほど、よろしく
お願い申し上げます。

●役立つレシピ満載！ HPをご覧ください。　
http://www.pietro.co.jp/recipe/index.html

ピエトロ で検索

ピエトロドレッシングは一切熱を加えずにつくる「生タイプ」だから、
素材のもつフレッシュな味わいがボトルに詰まっています。
光の影響を抑えるボトルは、
従来のボトルより油の酸化を抑えることができるので、
ドレッシングのおいしさをもっと保つことができます！！

溝をつけたので手にフィットしやすくなりました

レシピサイトが新しくなりました。スマートフォンでもご覧いただけます。

注ぎ口の
ネジ栓をなくした新設計に

キャップをあけたらすぐに
お使いいただけます

2

こ

愛
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会社概要・株式の状況連結決算の状況

会社概要
（2016年3月31日現在）

株式の状況
（2016年3月31日現在）

所有者別株式分布状況
（2016年3月31日現在）

役員
（2016年6月24日現在）

社　名
英訳名
創　業
会社設立
資本金
従業員数

事業内容

株式会社 ピエトロ
PIETRO  Co.,Ltd.
1980年12月9日
1985年7月29日
4億7,440万円
従業員数 190 名
パート・アルバイト 331 名

（1日7.5時間換算の平均雇用人員）
  食品事業
  レストラン事業
  その他（本社ビル等の賃貸）事業

発行可能株式総数
発行済株式総数
株主数
大株主

18,000,000 株
5,591,630 株

13,253 名

持株数（株）

1,523,600
1,120,000

374,580
133,000
78,500

持株比率（％）

代表取締役社長
専務取締役
常務取締役
常務取締役
常務取締役
取　締　役
取　締　役
取　締　役
取　締　役
取　締　役
常勤監査役
監　査　役
監　査　役

村　田　邦　彦
西　川　啓　子
高　橋　泰　行
池　田　邦　雄
宮　川　慎　一
上　野　光　典
臼　杵　昭　子
藤　野　軍　次
石　神　　　高
髙　田　聖　大
井　上　正　人
石　田　正　史
金　成　茂　雄

株主名

27.24
20.02
6.69
2.37
1.40

0.44 ％
24,500 株

0.28 ％
15,914 株

69.28 ％
3,874,016 株

7.54 ％
421,600 株

22.45 ％
1,255,600 株

外国人　 金融商品取引業者

金融機関

その他の
法人

個人その他
村田邦彦
日清オイリオグループ株式会社
西川啓子
株式会社西日本シティ銀行
ピエトロ取引先持株会

科 　目 第30期
（2015年３月31日現在）

第31期
（2016年３月31日現在）

〈資産の部〉

流動資産 3,075,497 3,100,222

固定資産 4,674,579 5,264,877

　有形固定資産 3,639,256 4,246,001

　無形固定資産 52,140 45,500

　投資その他の資産 983,181 973,376

資産合計 7,750,076 8,365,099

〈負債の部〉

流動負債 2,974,457 3,334,807

固定負債 1,171,581 1,217,083

負債合計 4,146,038 4,551,891

〈純資産の部〉

株主資本 3,567,310 3,770,471

　資本金 474,400 474,400

　資本剰余金 512,025 506,645

　利益剰余金 2,581,334 2,789,921

　自己株式 △ 449 △ 495

その他の包括利益累計額 31,830 42,737

非支配株主持分 4,896 —

純資産合計 3,604,038 3,813,208

負債・純資産合計 7,750,076 8,365,099

科 　目
第30期

2014年４月 １ 日から（2015年３月31日まで）
第31期

2015年４月 １ 日から（2016年３月31日まで）
売上高 9,554,209 9,728,470

売上原価 3,839,843 3,945,325

　売上総利益 5,714,366 5,783,145

販売費及び一般管理費 5,115,034 5,260,661

　営業利益 599,332 522,483

営業外収益 12,511 6,476

営業外費用 18,270 21,454

　経常利益 593,573 507,505

特別利益 46,812 78,620

特別損失 46,367 39,597

　税金等調整前当期純利益 594,017 546,528

　法人税、住民税及び事業税 290,542 215,899

　法人税等調整額 6,578 16,132

　当期純利益 296,897 314,497

　非支配株主に帰属する当期純損失（△） — △ 321

親会社株主に帰属する当期純利益 296,897 314,818

連結貸借対照表（要旨） （単位：千円） 連結損益計算書（要旨） （単位：千円）

連結キャッシュ・フロー計算書（要旨） （単位：千円）

科 　目
第30期

2014年４月 １ 日から（2015年３月31日まで）
第31期

2015年４月 １ 日から（2016年３月31日まで）
営業活動によるキャッシュ・フロー 637,928 259,910

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 208,188 △ 859,692

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 279,581 354,751

現金及び現金同等物に係る換算差額 8,211 △ 644

現金及び現金同等物の増減額 158,370 △ 245,674

現金及び現金同等物の期首残高 938,613 1,096,983

現金及び現金同等物の期末残高 1,096,983 851,309

109 vol.7 vol.7


