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　当社は「どこまでも農家とともに」をモットーに1951年
に設立した、野菜・果樹・花卉等向けを主体とする農薬 
専業メーカーです。独自に築き上げた流通チャネルと農家へ
の技術普及活動を通じて、食の安全や農業の質の向上に 
寄与すべく努めております。当社では、農薬の製造・販売 
だけではなく、農家の方々から病害虫防除および農家経営な
どについての悩みや要望をお聞きし、アドバイスを提供する
TCA（テクニカル＆コマーシャル・アドバイザー）活動を 
行っています。
　「農家、消費者、地域の期待に応えられるサービス提供型企
業」を目指すことを、長期ビジョンとして宣言。100年企業
となるために、「Lead The　Way 2025」をスローガンと
した長期事業計画とともに、新中期事業計画（2022年―
2025年）を策定し、持続的成長と企業価値向上を目指します。

「どこまでも農家とともに」
農家経営に密着しつつ、100年企業を目指す

割当基準日12月末日

全国共通おこめ券
（880円分）� （100株以上）

※�100株以上を1年以上継続保有（12月末日�
および6月末日の株主名簿に同一株主番号で
連続3回以上記載）の株主には、上記に代え
て1,760円分の全国共通おこめ券を進呈

新規ダニ剤「Veto 30SC」発売

　当社では、米国カリフォルニア州において2021年
に登録を取得したダニ剤「Veto 30SC」を、2022年
6月より同州において販売を開始しております。Veto 
30SCは、ナッツ類やブド
ウを加害するハダニに対し
て即効的かつ長期の残効性
を有し、交差耐性が付きづ
らく、対象害虫以外の有用
昆虫や天敵に影響が少ない
などの特徴を持つことか
ら、持続可能な総合的病害
虫管理に貢献します。グロ
ーバルでのさらなる展開に
より、当社の成長ドライバ
ーとなる製品です。

　当社は、「我が信条」（お客様のために、社員の
ために、社会のために、株主のためにという４カ条）
を経営理念とし、「どこまでも農家とともに」新し
い道を探ってゆきます。国内農業は、TPP11や日
EU・EPAによる影響が懸念され、また農業現場で
の高齢化、後継者不足が深刻となっています。一方、
若い担い手による大規模農家、法人経営者の割合
も増加しており、さらに政府の農業強化策も具体
的に実行されつつあります。当社では、創業以来、
地道に農家密着型で技術普及を中心とした営業活
動と製品開発を継続して実践しています。「Lead 
The Way 2025」のスローガンの下、これからも
皆さまのご期待に応えていきます。

■設立：1951年8月
■資本金：1,809百万円
■市場：東証プライム
■決算月：12月
■発行済株式数：13,404千株
■従業員数：282人　

■お問い合わせ先
〒107-0052
東京都港区赤坂4-2-19
赤坂シャスタ・イースト
アグロ カネショウ㈱　経営企画部
TEL.03-5570-4711
https://www.agrokanesho.co.jp/ 

（2021年12月末日現在）

↑ 「K-00」はファイル名の
末尾が自動で入ります

↑ 「K-00」はファイル名の
末尾が自動で入ります

← ノンブル確定したら
「000」トル

1,350
円

2022.8.31
終値

880
円

東証
プライム

通期

4955

22.0
円

1.6
％

2022.12�(予)�

12月末日 
 

2022.12�(予)�

決算期 2018.12 2019.12 2020.12 2021.12 2022.12（予）

売上高
（百万円） 15,411 14,569 15,203 15,105 15,248

経常利益
（百万円） 2,161 1,328 1,177 1,282 997

1株当たり
利益（円） 102.9 76.4 39.0 29.5 41.3

1株当たり
配当金（円） 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0

※�2022年12月期の期首より「収益認識に関する会計基準」等を
適用

＊2022年12月期の予想値は、2022年8月10日の公表値

代表取締役社長

櫛
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 博
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敬
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　化　学

※内容は基本的に2022年8月31日現在の公表情報をベースとして掲載
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読者プレゼント

割当基準日3月末日

自社製品
   3,500円相当 � （100株以上）
   7,000円相当 � （200株以上）
10,000円相当 � （400株以上）
※3,500円相当：自社製品

※�7,000円相当：自社製品の詰め合わせ3コースから選択
または社会貢献団体への寄付

※�10,000円相当：7,000円相当（3コースから選択また
は社会貢献団体への寄付）に加えて3,000円相当の自
社製品

　当社は業祖 森下博が「社会への奉仕」を信念に創業し、
2023年に創業130年を迎えます。人々の健康や豊かな
暮らしの一助となる製品を提供し続け、中でも懐中の総
合保健薬として1905年に発売された「仁丹」は、その
後口中清涼剤として親しまれているロングセラー商品で
す。また、ビフィズス菌を生きたまま腸まで届ける機能
性表示食品「ビフィーナ®」シリーズは乳酸菌・健康食品
市場において25年連続売上No.1* を獲得しています。
　ヘルスケア事業では、主力商品がアジアを中心に海外
販路を拡大する一方、近年はローズヒップなどの機能性
素材が伸びており、BtoBビジネスも進展しています。
また、カプセル受託事業では、独自開発の「シームレス
カプセル技術」が医薬品・食品から産業用にまで用途を
広げ、販路としてもグローバルな展開を強めています。
＊出典：富士経済「H・B フーズマーケティング便覧 1998 ～ 2022」　機能志向食品編整腸効果乳酸菌類メーカーシェア（1996 ～ 2020年実績）ビフィーナ®シリーズ全体での売り上げ（旧商品も含む）

仁丹の包んで守る技術を発展させた「シ
ームレスカプセル技術」。粉末、液体、
微生物などあらゆるものを包むことが
でき、皮膜の調整により、医薬品から、
食品、産業用まで幅広い分野へ展開し
ている。

製剤開発による 
オープンイノベーション
当社は世界的な化粧品メー
カーとの共同研究により、
植物由来の化粧品有用成分
を皮膜に用いたシームレス
カプセル「アクティブデリ
バリーカプセル」の開発に
成功しました。

大腸送達性製剤の研究を 
推進
当社は、大腸まで到達する
ことが確認されたカプセル
製剤を用いて、腸内フロー
ラを改善する有用素材など
の機能性研究を推進してい
ます。

医薬品、医療機器、サプリメントなど
の開発・製造を行う。主力商品の「ビ
フィーナ®」などの健康食品を製造販売
しているほか、大手飲料・食品メーカ
ー向けに独自素材ローズヒップ由来テ
ィリロサイドなどの供給も行っている。

森下仁丹を
もっと知る 

カプセル受託事業

ヘルスケア事業

ロングセラー商品の海外販路を拡大する一方、
原料販売など新規のビジネスも伸長

カプセル技術の新たな試み

売上高構成比
（2022年3月期）

74.9%

25.0%

財務データは基本的に連結（配当金のみ個別）の実績直近4期分を記載しており、予想1期分の数値記載については、各掲載企業の任意となっています。また、1株当たり配当金の「特」は特別配当込み、「記」は記念配当込
みであることを指します。業績についての掲載内容は各企業から情報提供を受けて制作したものですが、最新の情報についてはご自身でご確認をお願いいたします。

　当社グループは創業以来、事業の基本方針（社
是）として「原料の精選を生命とし、優良品の
製造販売。進みては、外貨の獲得を実現し、広
告による薫化益世を使命とする」を掲げてきま
した。人々の生活様式や価値観は変化し、過去
に比して、目覚ましい技術革新による利便性の
向上が垣間見える現代においても、高い志と独
自性、スピード感を持ち、引き続き従業員一丸
となって「社会課題の解決」に向けて邁進し、
さらに社会から必要とされる存在となれるよう、
力を尽くしていきます。株主・投資家の皆さま
には、今後ともより一層のご支援、ご協力をお
願いいたします。

■設立：1936年11月
■資本金：3,537百万円
■市場：東証スタンダード
■決算月：3月
■発行済株式数：4,150千株
■従業員数：348人　

■お問い合わせ先
〒540-8566
大阪府大阪市中央区玉造1-2-40
森下仁丹㈱　総務部
TEL.06-6761-1131（代表）
https://www.jintan.co.jp/ 

（2022年3月末日現在）

↑ 「K-00」はファイル名の
末尾が自動で入ります

↑ 「K-00」はファイル名の
末尾が自動で入ります

← ノンブル確定したら
「000」トル

1,909
円

2022.8.31
終値

3,500
円

東証
スタン
ダード

通期

4524

37.5
円

2.0
％

2023.3�(予)�

3月末日 
 

2023.3�(予)�

医 薬 品

決算期 2019.3 2020.3 2021.3 2022.3 2023.3（予）

売上高
（百万円） 10,090 9,774 9,429 9,563 10,000

経常利益
（百万円） 449 507 253 340 320

1株当たり
利益（円） 86.4 79.1 50.6 69.5 57.9

1株当たり
配当金（円） 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5

※�2022年3月期の期首より「収益認識に関する会計基準」等を適
用。同期以降の業績は当基準等適用後の数値

＊2023年3月期の予想値は、2022年8月9日の公表値

代表取締役社長
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https://yutai.net-ir.ne.jp/company/4955/
https://quote.nomura.co.jp/nomura/cgi-bin/parser.pl?TEMPLATE=nomura_tp_kabu_01&QCODE=4955
https://www.agrokanesho.co.jp/



