
2021年12月期 期末

2022年 春

GLOBAL
OCEAN

STI Communication Media

ＳＴＩフードホールディングスは、「魚」にこだわる食品メーカーです。ＳＴＩフードホールディングスは、「魚」にこだわる食品メーカーです。

「海の幸」の新鮮素材力を、「海の幸」の新鮮素材力を、

ものづくり力で「人の幸」へと高める。ものづくり力で「人の幸」へと高める。

おいしくて安全で、健康的な良品だけをお値打ちに提供し、おいしくて安全で、健康的な良品だけをお値打ちに提供し、

日本中にたくさんの笑顔を咲かせる。日本中にたくさんの笑顔を咲かせる。

海の恵みを、人の旨みに。海の恵みを、人の旨みに。レンジでチン！だけでおいしい焼き魚シリーズや、そのままでもおいしい缶詰シ

リーズなど。今という時代にふさわしい、海の幸の食文化と幸せを広げるオンラ

インショップです。

多彩なセット商品をご用意しておりますので、ぜひ一度ご賞味ください。

今回、株主の皆様のご意見・ご要望に耳を傾け、今後の経営やIR活動の参考とさ

せていただくため、アンケートを実施いたします。

お一人でも多くの株主の皆様にご回答を賜りたくご協力をお願い申し上げます。

ＳＴＩフードホールディングスでは株主の皆様とのコミュニケーションの場

としてWEB株主通信を年1回リリースしております。十見社長のインタビュー

をメインに、WEB株主通信ならではのコンテンツをご用意しておりますので、

ぜひご覧ください。
大ぶり、厚切り。 こだわりの素材と製法で

新しいお魚の食文化を提案します。

ECサイトのご紹介
▼ CHECK

株式会社
ＳＴＩフードホールディングス

〒107-0062 東京都港区南青山1-15-14
証券コード：2932

ＳＴＩフードホールディングス　IR 検索

正々堂々

ＳＴＩフードホールディングスは、
社員の幸せと社会のより豊かな未来のために、

国内外の食料資源を大切にし、
価値ある食文化創造の責任を果たします。

MISSION（使命）

社是（私たちが最も大切にする価値観）

WEB株主通信のお知らせ

変革創造

当たり前の徹底と、過去や常識の否定。

この両立こそが新しい価値を生みだす。

自主自立

仕事を自ら作り出し、

仕事によって自分自身を成長させよ。

誠心誠意

自分を尽くす。懸命に向き合う。

すべてを注ぎ込まないと、何事も成し遂げられない。

一致団結

全員の知恵と技術と想いをひとつにする。

そして初めて、限界は越えられる。

IRメール配信
登録はこちら

経営方針

株主様の声をお聞かせください

2022年4月29日までにご回答いただいた

株主様の中から抽選で20名様に

「QUOカード（2,000円分）」をお贈りいたします。



株主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素より

格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2021年12月期中間期より開始した株主優待制度につきまして、当社商品および当社事業への

理解をさらに深めていただき、当社株式を長期にわたり保有していただくとともに、より一層の

ご支援を賜りたいとの想いから、この度、株主優待制度の贈呈回数を年１回から２回に拡充いた

しました。

2021年12月末日基準の株主の皆様には、当社ブランド缶詰「FIRE PORTS（ファイヤーポーツ）」

９缶と「STONE ROLLS（ストンロルズ）」５缶を株主優待限定パッケージでお贈りさせていただ

きます。ぜひお楽しみください。

新型コロナウイルス感染症の影響は今なお社会生活、経済活動に大きな影響を与えております。

そのような環境の下、当社は皆様の食を支える企業として、社会への貢献に努めてまいります。

業績につきましては、2021年12月期は期初に立てた計画を超過達成し、今後の成長に向けて

大きく前進いたしました。2022年12月期も引き続き事業拡大に邁進してまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上

げます。

海流のぶつかる豊かな漁場であり、世界三大漁場と評される三陸

沖を抱えた石巻漁港。

「STONE ROLLS」は、主にこの石巻漁港で揚がる海の幸を原料に、

目の前の工場で生産する当社ブランド缶詰です。「STONE ROLLS」

の生産工場である株式会社ＳＴＩ ミヤギ（当社の100％子会社）は、

2011年の東日本大震災からの復興が期待される中、当社グループに

おける組織再編により、2021年４月に本店所在地を宮城県石巻市に

移し、雇用の創出も含めた東北地区のさらなる活性化並びに水産食

品事業の一層の発展を目指して新たにスタートいたしました。

パソコンやスマホから

決算説明動画をご覧いただけます。

業績や今後の戦略など、

詳しくご説明しております。

株主優待品の
ご案内

「STONE ROLLS（ストンロルズ）」とは

代表取締役社長
CEO 最高経営責任者

十見 裕

T O P  M E S S A G E

株主の皆様へ

決算説明動画はこちらから

石巻産
金華さば水煮

石巻産金華さばを

「伊達の旨塩」で

水煮にした

極上さば缶です。

地中海風
さばハリッサ

地中海生まれの

香辛料「ハリッサ」ソースで

煮込んだ、

刺激的なさば缶です。

ツナフレーク
油漬

アミノ酸等の

化学調味料無添加の

「びんながまぐろ」

油漬けです。

まぐろのパテ ローストアーモンド＆黒胡椒

通常、肉で作られるパテを、なめらかに挽いた

まぐろの身をリッチに使い仕上げた

シーフードパテです。

オリーブオイルツナ

国内外から高い評価を受けるスペイン産アルメナーラ

エキストラバージンオリーブオイルを使用したツナ缶です。

サーモン
中骨水煮

大自然に囲まれた

南米チリの海で育った

脂のりが良い銀さけの中骨を

使用しております。

遠洋漁業の基地であり、日本トップクラスのまぐろ・かつおの水

揚量を誇る焼津港。

「FIRE PORTS」は、主にこの焼津港に鮮度の高いまま水揚げさ

れる海の恵みを原料に、現地で生産する当社ブランドの缶詰です。

「FIRE PORTS」の生産工場である株式会社ＳＴＩサンヨー（当社

の100％子会社）は、焼津で缶詰を作り続けて70年の歴史がありま

す。焼津の特色である「漁業」そして「水産加工業」を通じて、穏や

かな気候と暖かな陽射しが自慢の、ふるさと焼津がさらに輝くよう

に貢献したいという思いを商品に込めております。

「FIRE PORTS（ファイヤーポーツ）」とは

基準日時点の株主名簿に記載された100株
（1単元）以上を保有されている株主様

対象となる
株主様

優待品
発送日

期末優待品：3月下旬ごろ
中間期末優待品：8月下旬ごろ

基準日 12月末日（期末）/ ６月末日（中間期末） 優待内容 株主様限定の当社商品

石巻産金華
さばみそ煮

石巻産金華さばに

甘い味噌が染みこんだ

濃厚さば缶です。

オリーブオイル
さば

旬の時期の

脂がのった

国産真さばを

使用しております。

※写真は盛り付け例
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ＳＴＩフードホールディングスは、「魚」にこだわる食品メーカーです。ＳＴＩフードホールディングスは、「魚」にこだわる食品メーカーです。

「海の幸」の新鮮素材力を、「海の幸」の新鮮素材力を、

ものづくり力で「人の幸」へと高める。ものづくり力で「人の幸」へと高める。

おいしくて安全で、健康的な良品だけをお値打ちに提供し、おいしくて安全で、健康的な良品だけをお値打ちに提供し、

日本中にたくさんの笑顔を咲かせる。日本中にたくさんの笑顔を咲かせる。

海の恵みを、人の旨みに。海の恵みを、人の旨みに。レンジでチン！だけでおいしい焼き魚シリーズや、そのままでもおいしい缶詰シ

リーズなど。今という時代にふさわしい、海の幸の食文化と幸せを広げるオンラ

インショップです。

多彩なセット商品をご用意しておりますので、ぜひ一度ご賞味ください。

今回、株主の皆様のご意見・ご要望に耳を傾け、今後の経営やIR活動の参考とさ

せていただくため、アンケートを実施いたします。

お一人でも多くの株主の皆様にご回答を賜りたくご協力をお願い申し上げます。

ＳＴＩフードホールディングスでは株主の皆様とのコミュニケーションの場

としてWEB株主通信を年1回リリースしております。十見社長のインタビュー

をメインに、WEB株主通信ならではのコンテンツをご用意しておりますので、

ぜひご覧ください。
大ぶり、厚切り。 こだわりの素材と製法で

新しいお魚の食文化を提案します。

ECサイトのご紹介
▼ CHECK

株式会社
ＳＴＩフードホールディングス

〒107-0062 東京都港区南青山1-15-14
証券コード：2932

ＳＴＩフードホールディングス　IR 検索

正々堂々

ＳＴＩフードホールディングスは、
社員の幸せと社会のより豊かな未来のために、

国内外の食料資源を大切にし、
価値ある食文化創造の責任を果たします。

MISSION（使命）

社是（私たちが最も大切にする価値観）

WEB株主通信のお知らせ

変革創造

当たり前の徹底と、過去や常識の否定。

この両立こそが新しい価値を生みだす。

自主自立

仕事を自ら作り出し、

仕事によって自分自身を成長させよ。

誠心誠意

自分を尽くす。懸命に向き合う。

すべてを注ぎ込まないと、何事も成し遂げられない。

一致団結

全員の知恵と技術と想いをひとつにする。

そして初めて、限界は越えられる。

IRメール配信
登録はこちら

経営方針

株主様の声をお聞かせください

2022年4月29日までにご回答いただいた

株主様の中から抽選で20名様に

「QUOカード（2,000円分）」をお贈りいたします。



株主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素より

格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2021年12月期中間期より開始した株主優待制度につきまして、当社商品および当社事業への

理解をさらに深めていただき、当社株式を長期にわたり保有していただくとともに、より一層の

ご支援を賜りたいとの想いから、この度、株主優待制度の贈呈回数を年１回から２回に拡充いた

しました。

2021年12月末日基準の株主の皆様には、当社ブランド缶詰「FIRE PORTS（ファイヤーポーツ）」

９缶と「STONE ROLLS（ストンロルズ）」５缶を株主優待限定パッケージでお贈りさせていただ

きます。ぜひお楽しみください。

新型コロナウイルス感染症の影響は今なお社会生活、経済活動に大きな影響を与えております。

そのような環境の下、当社は皆様の食を支える企業として、社会への貢献に努めてまいります。

業績につきましては、2021年12月期は期初に立てた計画を超過達成し、今後の成長に向けて

大きく前進いたしました。2022年12月期も引き続き事業拡大に邁進してまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上

げます。

海流のぶつかる豊かな漁場であり、世界三大漁場と評される三陸

沖を抱えた石巻漁港。

「STONE ROLLS」は、主にこの石巻漁港で揚がる海の幸を原料に、

目の前の工場で生産する当社ブランド缶詰です。「STONE ROLLS」

の生産工場である株式会社ＳＴＩ ミヤギ（当社の100％子会社）は、

2011年の東日本大震災からの復興が期待される中、当社グループに

おける組織再編により、2021年４月に本店所在地を宮城県石巻市に

移し、雇用の創出も含めた東北地区のさらなる活性化並びに水産食

品事業の一層の発展を目指して新たにスタートいたしました。

パソコンやスマホから

決算説明動画をご覧いただけます。

業績や今後の戦略など、

詳しくご説明しております。

株主優待品の
ご案内

「STONE ROLLS（ストンロルズ）」とは

代表取締役社長
CEO 最高経営責任者

十見 裕

T O P  M E S S A G E

株主の皆様へ

決算説明動画はこちらから

石巻産
金華さば水煮

石巻産金華さばを

「伊達の旨塩」で

水煮にした

極上さば缶です。

地中海風
さばハリッサ

地中海生まれの

香辛料「ハリッサ」ソースで

煮込んだ、

刺激的なさば缶です。

ツナフレーク
油漬

アミノ酸等の

化学調味料無添加の

「びんながまぐろ」

油漬けです。

まぐろのパテ ローストアーモンド＆黒胡椒

通常、肉で作られるパテを、なめらかに挽いた

まぐろの身をリッチに使い仕上げた

シーフードパテです。

オリーブオイルツナ

国内外から高い評価を受けるスペイン産アルメナーラ

エキストラバージンオリーブオイルを使用したツナ缶です。

サーモン
中骨水煮

大自然に囲まれた

南米チリの海で育った

脂のりが良い銀さけの中骨を

使用しております。

遠洋漁業の基地であり、日本トップクラスのまぐろ・かつおの水

揚量を誇る焼津港。

「FIRE PORTS」は、主にこの焼津港に鮮度の高いまま水揚げさ

れる海の恵みを原料に、現地で生産する当社ブランドの缶詰です。

「FIRE PORTS」の生産工場である株式会社ＳＴＩサンヨー（当社

の100％子会社）は、焼津で缶詰を作り続けて70年の歴史がありま

す。焼津の特色である「漁業」そして「水産加工業」を通じて、穏や

かな気候と暖かな陽射しが自慢の、ふるさと焼津がさらに輝くよう

に貢献したいという思いを商品に込めております。

「FIRE PORTS（ファイヤーポーツ）」とは

基準日時点の株主名簿に記載された100株
（1単元）以上を保有されている株主様

対象となる
株主様

優待品
発送日

期末優待品：3月下旬ごろ
中間期末優待品：8月下旬ごろ

基準日 12月末日（期末）/ ６月末日（中間期末） 優待内容 株主様限定の当社商品

石巻産金華
さばみそ煮

石巻産金華さばに

甘い味噌が染みこんだ

濃厚さば缶です。

オリーブオイル
さば

旬の時期の

脂がのった

国産真さばを

使用しております。

※写真は盛り付け例
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ＳＴＩフードホールディングスは、「魚」にこだわる食品メーカーです。ＳＴＩフードホールディングスは、「魚」にこだわる食品メーカーです。

「海の幸」の新鮮素材力を、「海の幸」の新鮮素材力を、

ものづくり力で「人の幸」へと高める。ものづくり力で「人の幸」へと高める。

おいしくて安全で、健康的な良品だけをお値打ちに提供し、おいしくて安全で、健康的な良品だけをお値打ちに提供し、

日本中にたくさんの笑顔を咲かせる。日本中にたくさんの笑顔を咲かせる。

海の恵みを、人の旨みに。海の恵みを、人の旨みに。レンジでチン！だけでおいしい焼き魚シリーズや、そのままでもおいしい缶詰シ

リーズなど。今という時代にふさわしい、海の幸の食文化と幸せを広げるオンラ

インショップです。

多彩なセット商品をご用意しておりますので、ぜひ一度ご賞味ください。

今回、株主の皆様のご意見・ご要望に耳を傾け、今後の経営やIR活動の参考とさ

せていただくため、アンケートを実施いたします。

お一人でも多くの株主の皆様にご回答を賜りたくご協力をお願い申し上げます。

ＳＴＩフードホールディングスでは株主の皆様とのコミュニケーションの場

としてWEB株主通信を年1回リリースしております。十見社長のインタビュー

をメインに、WEB株主通信ならではのコンテンツをご用意しておりますので、

ぜひご覧ください。
大ぶり、厚切り。 こだわりの素材と製法で

新しいお魚の食文化を提案します。

ECサイトのご紹介
▼ CHECK

株式会社
ＳＴＩフードホールディングス

〒107-0062 東京都港区南青山1-15-14
証券コード：2932

ＳＴＩフードホールディングス　IR 検索

正々堂々

ＳＴＩフードホールディングスは、
社員の幸せと社会のより豊かな未来のために、

国内外の食料資源を大切にし、
価値ある食文化創造の責任を果たします。

MISSION（使命）

社是（私たちが最も大切にする価値観）

WEB株主通信のお知らせ

変革創造

当たり前の徹底と、過去や常識の否定。

この両立こそが新しい価値を生みだす。

自主自立

仕事を自ら作り出し、

仕事によって自分自身を成長させよ。

誠心誠意

自分を尽くす。懸命に向き合う。

すべてを注ぎ込まないと、何事も成し遂げられない。

一致団結

全員の知恵と技術と想いをひとつにする。

そして初めて、限界は越えられる。

IRメール配信
登録はこちら

経営方針

株主様の声をお聞かせください

2022年4月29日までにご回答いただいた

株主様の中から抽選で20名様に

「QUOカード（2,000円分）」をお贈りいたします。


