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1978 アタカ大機 353,000 食料・飲料品 権利割当日：3・9月末日 おこめ券（３ｋｇ分） 必要株数：1000 http://www.atk-dk.co.jp/ir/stockholder_memo.html

2053 中部飼料 262,000 食料・飲料品 権利割当日：9月末日 お米 必要株数：500 500:３ｋｇ 1000:５ｋｇ http://www.chubushiryo.co.jp/ir/individual.html

2206 グリコ 885,000 食料・飲料品
権利割当日：3・9月末日 自社製品（菓子） 必要株数：1000 1000:８００円相当 2000:１，６
００円相当 10000:３，０００円相当

http://www.glico.co.jp/ir/stockholder/index.htm

2207 名糖産 104,800 食料・飲料品
権利割当日：9月末日 自社またはグループ会社製品詰合せ（菓子等） 必要株数：100
100:１，５００円相当 1000:３，０００円相当 5000:５，０００円相当

http://www5.mediagalaxy.co.jp/meito/ir/index.html

2208 ブルボン 1,100,000 食料・飲料品
権利割当日：9月末日 ２，５００円相当の自社商品詰合せ（菓子・飲料等） 必要株数：
1000

http://www.bourbon.co.jp/company/ir/investor.html

2209 井村屋Ｇ 436,000 食料・飲料品
権利割当日：3・9月末日 自社グループ製品（和菓子等） 必要株数：1000 1000:１，５００
円相当 3000:３，０００円相当

http://www.imuraya-group.com/ir/ir.html

2220 亀田菓 191,400 食料・飲料品
権利割当日：3・9月末日 自社製品（米菓等） 必要株数：100 100:１，０００円相当 1000:
３，０００円相当

http://www.kamedaseika.co.jp/company/ir/irBenefit.html

2221 岩塚製菓 287,000 食料・飲料品
権利割当日：3・9月末日 自社製品（米菓等） 必要株数：100 100:１，０００円相当 500:２，
０００円相当 1000:５，０００円相当 2000:１０，０００円相当 ※２，０００株以上の株主のみ
５，０００円相当を２回に分けて発送

http://www.iwatsukaseika.co.jp/company/stockholder/treatment.shtml

2224 コモ 158,000 食料・飲料品

権利割当日：3・9月末日 自社製品（パン等） 必要株数：100 100:１，５００円相当（半期に
１度） 1000:１，５００円相当×毎月６カ月 ※１，０００株以上の株主は会社指定製品より
選択する方式または新製品・期間限定品等を中心に会社が選択する方式のいずれかを
選択

http://www.comoshop.jp/company/ir/stockholder.html

2264 森永乳 264,000 食料・飲料品 権利割当日：9月末日 １，６８０円相当の自社商品（豆腐１２個） 必要株数：1000 http://www.morinagamilk.co.jp/corporate/ir/stock/benefit.html

2288 丸大食 280,000 食料・飲料品 権利割当日：9月末日 ３，０００円相当の自社商品（ハム） 必要株数：1000

2594 キーコーヒー 149,900 食料・飲料品
権利割当日：3・9月末日 自社製品詰合せ（レギュラーコーヒー等） 必要株数：100 100:
１，０００円相当 300:３，０００円相当 1000:５，０００円相当

http://www.keycoffee.co.jp/ir/kabunushi/index.html

2669 カネ美食品 278,500 食料・飲料品
権利割当日：3・9月末日 「セレクトグルメ配達便」 必要株数：100 100:３，０００円相当
300:５，０００円相当 1000:１０，０００円相当

http://www.kanemi-foods.co.jp/ir/kabunushi.html

2737 トーメンデバ 185,500 食料・飲料品
権利割当日：9月末日 (1)食用油詰合せまたは(2)新潟県産コシヒカリまたは(3)輸入ワイ
ン 必要株数：100 100:(1)５本 200:(2)５ｋｇ 500:(1)１０本または(2)１０ｋｇまたは(3) 5000:(1)
５本および(2)１０ｋｇまたは(3)

http://www.tomendevices.co.jp/ir/note.html

2749 ＪＰＨＤ 90,500 食料・飲料品 権利割当日：9月末日 ３，０００円相当のお米５ｋｇ 必要株数：100 http://www.jp-holdings.co.jp/investor/stock.html

2805 ヱスビー食 345,000 食料・飲料品
権利割当日：3・9月末日 １，５００円相当の自社製品（レトルト食品・調味料等） 必要株
数：500

http://www.sbfoods.co.jp/company/ir/com.html

2810 ハウス食 130,500 食料・飲料品
権利割当日：3・9月末日 自社製品（ルウカレー等） 必要株数：100 100:１，０００円相当
1000:３，０００円相当 ※株主名簿に連続２回以上記載された株主のみに贈呈

http://housefoods.jp/company/ir/stock/return.html

2811 カゴメ 175,000 食料・飲料品
権利割当日：3・9月末日 自社商品（食品・ジュース等） 必要株数：100 100:１，０００円相
当 1000:３，０００円相当

http://www.kagome.co.jp/company/ir/yutai

2815 アリアケ 172,700
継続保有特典/
食料・飲料品

権利割当日：3・9月末日 自社または自社関連製品 必要株数：100 100:３，０００円相当
500:６，０００円相当 10000:９，０００円相当 ※自社天然調味料を使用した製品◆※１年
を超えて継続して保有した株主のみに贈呈

http://ariakejapan.irbridge.com/ja/yutai.html
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2816 ダイショー 73,500 食料・飲料品
権利割当日：3・9月末日 自社製品（ドレッシング・タレ・調味料等） 必要株数：100 100:１，
０００円相当 500:２，０００円相当 1000:３，０００円相当 5000:６，０００円相当

2818 ピエトロ 85,800 食料・飲料品 権利割当日：3・9月末日 自社通信販売商品約１０％割引販売 必要株数：100 http://www.pietro.co.jp/company/ir/yutai/

2831 はごろも 1,160,000 食料・飲料品
権利割当日：3・9月末日 ３，０００円相当の自社製品詰合せ（缶詰・パスタ等） 必要株数：
1000

http://www.hagoromofoods.co.jp/company/ir/index06.html

2874 ヨコレイ 611,000 食料・飲料品
権利割当日：9月末日 自社グループ会社取扱商品（うなぎ蒲焼詰合せ）または自社取扱
商品（北海道産ホタテ・イクラ詰合せ） 必要株数：1000 1000:自社グループ会社取扱商品
（うなぎ蒲焼詰合せ） 3000:自社取扱商品（北海道産ホタテ・イクラ詰合せ）

http://www.yokorei.co.jp/investors/investors/distributions-profits/

2897 日清食ＨＤ 298,100 食料・飲料品
権利割当日：3・9月末日 自社グループ会社製品詰合せ（即席めん・菓子等） 必要株数：
100 100:１，５００円相当 500:２，５００円相当 1000:３，５００円相当 3000:４，５００円相当
※優待品全てに代えて社会貢献活動団体への寄付選択可

http://www.nissinfoods-holdings.co.jp/ir/stock/preferential/index.html

2914 ＪＴ 230,600 他サービス/食料・飲料品
権利割当日：3・9月末日 自社商品等（飲料詰合せ等） 必要株数：100 100:１，０００円相
当 200:２，０００円相当 1000:３，０００円相当 2000:６，０００円相当 ※優待品に代えて社
会貢献活動（東日本大震災の義援金）への寄付選択可

http://www.jti.co.jp/investors/stock/privilege/index.html

2917 大森屋 858,000 食料・飲料品
権利割当日：9・3月末日 自社製品 必要株数：1000 ９月：３，０００円相当の味付けのり◆
３月：２，０００円相当の新製品詰合せ

http://www.star-net.or.jp/ohmoriya/html/treatment.html

3069 アスラポート 80,500
食料・飲料品/

飲食券・飲食割引券

権利割当日：3・9月末日 ３，０００円相当の商品（優待券・酒類・食品等）約３０種類より選
択 必要株数：5 5:１つ 10:２つ ※優待券は「牛角」、「とりでん」、「おだいどこ」、「とり鉄」
等で利用可。一部除外店舗有

http://asrapport-dining.com/ir/index.html

3096 オーシャン 85,000 買物券/食料・飲料品

権利割当日：3・9月末日 (1)株主優待券（２００円）または(2)新潟県魚沼産コシヒカリ 必要
株数：100 100:(1)１５枚または(2)５ｋｇ 1000:(1)５０枚または(2)１０ｋｇ ※(1)は新潟県内在
住株主が対象、１，０００円以上の買物につき１，０００円ごとに１枚利用可（新潟県内の
店舗・営業所に限る、一部店舗除く）。(2)は新潟県外在住株主が対象◆＜有効期限＞
◆３月株主：翌年１月末◆９月株主：翌年７月末

http://www.ocean-system.com/invest/yuutai.html

3150 グリムス 80,400 金券/食料・飲料品

権利割当日：3・9月末日 ５，０００円相当の商品券または１０，０００円相当の商品券また
は自社グループの飲料水サービス３カ月分無料 必要株数：100 ※５，０００円相当の商
品券は自社グループの飲料水サービスに既加入の株主が対象。新規契約者１名を紹介
ごとに株主と新規契約者に贈呈◆※１０，０００円相当の商品券または飲料水サービス
無料は自社グループの飲料水サービスに新規加入の株主が対象

http://www.gremz.co.jp/ir/sp_benefit.html

3153 八洲電機 33,500 金券/食料・飲料品
権利割当日：9月末日 １，０００円相当のクオカードまたは商品（うどん・みそ等） 必要株
数：100 ※商品は６点より１点選択◆※優待品に代えて環境基金への寄付選択可

http://www.yashimadenki.jp/stock_bond/stock_bond_03.html

3817 ＳＲＡＨＤ 88,900 食料・飲料品 権利割当日：9月末日 おこめ券（３ｋｇ分） 必要株数：100 http://www.sra-hd.co.jp/ir/investor/

3956 国際チャート 133,500 食料・飲料品
権利割当日：9月末日 新潟県魚沼産コシヒカリ新米 必要株数：500 500:２．５ｋｇ 1000:５．
０ｋｇ

http://www.kcp.co.jp/ir/yutai.html

4033 日東エフシー 524,000 食料・飲料品 権利割当日：9月末日 新潟県魚沼産コシヒカリ新米５ｋｇ 必要株数：1000 http://www.nittofc.co.jp/ir/information.html

4367 広栄化学 201,000 食料・飲料品 権利割当日：9月末日 「青森のじょっぱりにんにく」６個 必要株数：1000
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4526 理ビタミン 216,000
継続保有特典/食料・飲料

品

権利割当日：3・9月末日 自社関連商品（食品） 必要株数：100 100:１，０００円相当 500:
２，０００円相当 1000:３，０００円相当 3000:４，０００円相当 ※３年以上継続して保有（株
主名簿に連続７回以上記載）の場合、１００株以上５００株未満の株主には２，０００円相
当、５００株以上１，０００株未満の株主には３，０００円相当、１，０００株以上３，０００株
未満の株主には４，０００円相当、３，０００株以上の株主には５，０００円相当

http://www.rikenvitamin.jp/ir/privilege/index.html

4539 日ケミファ 445
ファッション等/
食料・飲料品

権利割当日：3・9月末日 自社ヘルスケア製品（ハンドクリーム・健康食品等）割引販売
必要株数：1

4559 ゼリア新薬 1,326,000
ファッション等/
食料・飲料品

権利割当日：3・9月末日 ９，７００円相当のアルミ缶入ドリンク詰合せ・「ヘパリーゼＷ」
セットまたは７，９８０円相当の「コンドロビー濃縮液　潤甦」（７２０ml入２本）または９，６１
０円相当の「コンドロマックス」・「アポスティー」セットまたは１８，９００円相当のコンドロイ
チン配合美容液「ＺＺ：ＣＣ」（３０ｇ入２本）または１０，６０４円相当の「ＩＯＮＡ」ベーシックス
キンケア３点セット 必要株数：1000

http://www.zeria.co.jp/inve/in06.html

4653 ダイオーズ 157,800 食料・飲料品
権利割当日：9月末日 ドリンクセット（コーヒー等） 必要株数：300 300:１００杯分 1000:２０
０杯分

http://www.daiohs.com/company/ir/

4659 エイジス 112,300 食料・飲料品 権利割当日：9月末日 おこめ券 必要株数：100 100:３ｋｇ分 1000:５ｋｇ分 10000:１０ｋｇ分 http://www.ajis-group.co.jp/ir/treat.html

4732 ＵＳＳ 816,000 食料・飲料品
権利割当日：3・9月末日 オリジナルグルメギフト 必要株数：100 100:３，０００円相当
1000:１０，０００円相当 ※カタログより選択

http://www.ussnet.co.jp/ir/yuutai.html

4754 トスネット 342,000 食料・飲料品
権利割当日：9月末日 ブルーベリージャムまたはブルーベリー商品セット 必要株数：
1000 1000:２，０００円相当 2000:３，０００円相当 5000:４，０００円相当のブルーベリー商
品セット

http://www.tosnet.co.jp/irinfo_8.html

4783 日ダイナミク 231,000 金券/食料・飲料品

権利割当日：9月末日 (1)ＪＣＢギフトカードまたは(2)宮城県産ひとめぼれ 必要株数：
1000 1000:(1)２，０００円相当または(2)２ｋｇ 3000:(1)３，０００円相当または(2)５ｋｇ
5000:(1)５，０００円相当または(2)１０ｋｇ ※優待品に代えて社会貢献活動（東日本大震
災の義援金）への寄付選択可

http://www.ncd.co.jp/ir/stockholder

4990 昭和化 294,000
継続保有特典/
食料・飲料品

権利割当日：９月末日 あきたこまち新米２ｋｇ 必要株数：1000 ※１年以上２年未満継続
して保有の株主には４ｋｇ、２年以上継続して保有の株主には６ｋｇ

http://www.showa-chemical.co.jp/investors/dividend.html

5463 丸一鋼管 153,700 食料・飲料品 権利割当日：3・9月末日 おこめ券 必要株数：100 100:３ｋｇ分 1000:６ｋｇ分 http://www.maruichikokan.co.jp/ir/share.html

6678 テクノメディカ 326,000 食料・飲料品 権利割当日：9月末日 京都府産コシヒカリ２ｋｇ 必要株数：1 http://www.technomedica.co.jp/t01/ir/yutai.html

6855 電子材料 39,000 食料・飲料品 権利割当日：9月末日 熊本県菊池市七城町産米 必要株数：100 100:２ｋｇ 1000:５ｋｇ

7230 日信工業 310,800 食料・飲料品
権利割当日：3・9月末日 商品（ハム詰合せ） 必要株数：300 300:３，０００円相当 1000:
５，０００円相当

http://www.nissinkogyo.co.jp/investors/post-4.html

7476 アズワン 179,800 食料・飲料品
権利割当日：9月末日 ３，０００円相当のグルメギフト商品 必要株数：100 ※カタログより
選択

http://www.as-1.co.jp/ir/preferential.html

7524 マルシェ 748,000 食料・飲料品 権利割当日：3・9月末日 自社製品等 必要株数：1000 ※お米・酒類詰合せ等より選択 http://www.marche.co.jp/contents/ir/stockCT.html

7559 ＧＦＣ 94,800 食料・飲料品
権利割当日：9月末日 自社取扱商品（業務用加工食材） 必要株数：100 100:２，０００円
相当 1000:５，０００円相当 10000:１０，０００円相当

http://www.gfc-c.co.jp/ir/meeting.html#yutai

7568 クレックス 1,029,000 食料・飲料品 権利割当日：9月末日 宮城県産新米 必要株数：1000 1000:５ｋｇ 10000:１０ｋｇ http://www.clex.co.jp/11.html

7596 魚力 103,400 食料・飲料品 権利割当日：9月末日 海産物 必要株数：100 100:３，０００円相当 1000:１０，０００円相当 http://www.uoriki.co.jp/ir/advantage.html

7628
オーハシ
テクニカ

56,100
継続保有特典/
食料・飲料品

権利割当日：3・9月末日 おこめ券 必要株数：100 100:１ｋｇ分 1000:３ｋｇ分 10000:５ｋｇ分
※３年以上継続して保有の場合、１ｋｇ分を追加

http://www.ohashi.co.jp/ir/complimentary.html
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7634 星医療 221,500 食料・飲料品 権利割当日：9月末日 お茶 必要株数：100 100:１，５００円相当 1000:３，０００円相当 http://www.hosi.co.jp/ir/stockwelcome.html

7647 音通 75,000 食料・飲料品
権利割当日：3・9月末日 ３，０００円相当の商品 必要株数：5000 ※１２年３月はそば・そ
うめんギフトセット

7834 マルマン 18,400 スポーツ/食料・飲料品
権利割当日：9月末日 (1)ウコンドリンクまたは(2)ゴルフボール 必要株数：100 100:(1)１２
本または(2)６個 500:(1)３０本または(2)１２個 1000:(1)６０本または(2)２４個

http://www.maruman.co.jp/ir/shareholder.html

7885 タカノ 40,200
名産・特産品/食料・飲料

品

権利割当日：9月末日 自社オリジナル商品または長野県にちなんだ特産品 必要株数：
100 100:１，０００円相当の自社オリジナル商品 1000:長野県にちなんだ特産品（３，０００
～５，０００円相当、ワインやりんご等） ※１１年の自社オリジナル商品は赤そば蜂蜜ラス
クセット

http://www.takano-net.co.jp/ir_info/stockholder/

7890 アテナ工業 399,000 食料・飲料品
権利割当日：9月末日 カップ麺（１ケース１２個入） 必要株数：1000 1000:１ケース 4000:２
ケース 10000:４ケース 20000:１０ケース 100000:１５ケース 200000:２０ケース

http://www.athena-kogyo.co.jp/ir/stock.html

7925 前沢化成 89,500 食料・飲料品 権利割当日：9月末日 新潟県産コシヒカリ新米３ｋｇ 必要株数：100 http://www.maezawa-k.co.jp/n_cont_ir/kabusikijyouhou.html

8041 ＯＵＧ　ＨＤ 150,000 食料・飲料品
権利割当日：9月末日 自社グループ取扱商品（水産加工品） 必要株数：1000 1000:３，５
００円相当 5000:７，０００円相当

8043 スターゼン 229,000 買物券/食料・飲料品
権利割当日：3・9月末日 ギフト２０％割引販売 必要株数：1000 ※３月株主は中元ギフ
ト、９月株主は歳暮ギフト

http://www.starzen.co.jp/ir/yutai.html

8421 信中金 163,400
日用品等/名産・特産品/

食料・飲料品

権利割当日：9月末日 オリジナルグッズまたはグルメギフト 必要株数：1 1:オリジナル
グッズ 3:３，０００円相当 10:６，０００円相当 ※１１年のオリジナルグッズはグラス・トレー
セット。グルメギフトはカタログより１つ選択◆※３口以上の優先出資者は優待品に代え
て社会貢献活動（東日本大震災の義援金）への寄付選択可

9007 小田急 809,000 買物券/食料・飲料品 権利割当日：3・9月末日 ベーカリーショップ割引券（１０％割引）５枚 必要株数：1000 http://www.odakyu.jp/ir/stockholder/compliment.html

9008 京王 593,000 買物券/食料・飲料品
権利割当日：3・9月末日 「京王食品」優待割引券（１０％割引）１０枚 必要株数：1000 ※
「ベーカリー＆カフェ ルパ」、「ベーカリールパ」、「ブレグラス」での１，０００円以上の買物
に利用可

http://www.keio.co.jp/company/stockholder/benefit_plan/index.html

9010 富士急 503,000 買物券/食料・飲料品
権利割当日：3・9月末日 「富士ミネラルウォーター」割引券（１ケース以上２０％割引）１枚
必要株数：1000

http://www.fujikyu.co.jp/soumu/investors/index.html

9029 ヒガシ２１ 203,000 日用品等/食料・飲料品
権利割当日：9月末日 食品または日用品 必要株数：500 500:２，０００円相当 1000:４，０
００円相当 ※１１年は５００株以上１，０００株未満の株主には新潟県産コシヒカリ２ｋｇ、
１，０００株以上の株主には同４ｋｇ

9051 センコン物流 579,000 食料・飲料品 権利割当日：９月末日 ５，０００円相当のお米１０ｋｇ 必要株数：1000 http://www.senkon.co.jp/ir/index.html

9052 山陽電鉄 292,000 買物券/食料・飲料品
権利割当日：3・9月末日 「ケンタッキー・フライド・チキン」（自社指定店舗のみ）買物１０％
割引券２枚 必要株数：1000 ＜有効期間＞◆３月株主：６月～１１月末◆９月株主：１２月
～翌年５月末

http://www.sanyo-railway.co.jp/company/yutai.html

9052 山陽電鉄 292,000 買物券/食料・飲料品
権利割当日：3・9月末日 「ミスタードーナツ」（自社指定店舗のみ）買物１０％割引券２枚
必要株数：1000 ＜有効期間＞◆３月株主：６月～１１月末◆９月株主：１２月～翌年５月
末

http://www.sanyo-railway.co.jp/company/yutai.html

9058 トランコム 156,200 食料・飲料品
権利割当日：9月末日 ３，０００円相当の品物 必要株数：100 ※１１年は５コース（食品
等）より１つ選択

http://www.trancom.co.jp/ir/stock/dividend.html
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9368
キムラ

ユニティー
75,700

継続保有特典/食料・飲料
品

権利割当日：3・9月末日 おこめ券 必要株数：100 100:２ｋｇ分 500:３ｋｇ分 1000:５ｋｇ分
※２年以上継続して保有の場合、５００株以上の株主に２ｋｇ分のおこめ券を追加

http://www.kimura-unity.co.jp/ir/index.html

9759 ＮＳＤ 70,700
継続保有特典/日用品等/

食料・飲料品

権利割当日：9月末日 株主優待ポイント付与 必要株数：100 100:１，０００ポイント 200:
２，０００ポイント 500:３，０００ポイント 1000:４，０００ポイント 2000:５，０００ポイント ※１
年以上３年未満継続して保有の場合、株主優待ポイントは５割増、３年以上継続して保
有の場合、同１０割増◆※ポイントに応じてＷｅｂサイト上またはカタログの優待商品（グ
ルメ商品・日用雑貨・寄付等）と交換可

http://www.nsd.co.jp/ir/treat.html

9823 マミーマート 157,000
自社製品等/買物券/

食料・飲料品

権利割当日：9・3月末日 (1)買物優待券（１００円）または(2)自社商品詰合せまたは(3)生
鮮ギフト 必要株数：100 100:(1)２０枚または(2) 500:(1)８０枚または(2)または(3) 1000:(1)
１００枚または(2)または(3) ※(1)は現金１，０００円以上の買物につき１，０００円ごとに１
枚利用可◆＜有効期間＞◆９月株主：１２月１日～翌年５月末◆３月株主：６月１日～１
１月末◆※(2)は１００株以上５００株未満の株主と５００株以上１，０００株未満の株主、
１，０００株以上の株主では自社商品の内容が異なる◆※(3)は５００株以上１，０００株未
満の株主と１，０００株以上の株主では生鮮ギフトの内容が異なる

http://www.mammymart.co.jp/ir/kabusiki.html

9869 加藤産業 144,000 食料・飲料品
権利割当日：9月末日 自社製手造りジャムセット 必要株数：100 100:２，１００円相当
1000:３，０８０円相当

9895 コンセック 107,000 食料・飲料品
権利割当日：3・9月末日 ２，５００円相当の自社商品（「健康飲料水 ラ・バモントライト」）
必要株数：1000 1000:１本 4000:２本 10000:３本

9902 日伝 199,100 食料・飲料品
権利割当日：9月末日 讃岐うどんまたは無洗米 必要株数：100 100:１，５００円相当の讃
岐うどん 1000:５，０００円相当の無洗米６ｋｇ

9969 ショクブン 449,000 食料・飲料品
権利割当日：3・9月末日 ８，０００円相当の自社取扱商品（魚介類のかす漬・梅干等） 必
要株数：1000

9993 ヤマザワ 143,600 買物券/食料・飲料品

権利割当日：９月末日 (1)自社買物優待券または(2)山形県産つや姫 必要株数：100
100:(1)２０枚または(2)２ｋｇ 1000:(1)５０枚または(2)５ｋｇ 3000:(1)１００枚または(2)７ｋｇ ※
(1)は１，０００円以上の買物につき１，０００円ごとに１枚利用可。山形県・宮城県外在住
株主には(2)を送付◆※決算期変更により、１３年以降は権利確定時が２月、８月に変更

http://www.yamazawa.co.jp/ir/ir_yutai.html

出所：東洋経済新報社


