
第158期　事業報告書

株主のみなさまへ
平成13年4月1日から平成14年3月31日まで
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にはなお日時を要するものと思われます。
当社関連の業界におきましても消費不況の
影響に加え、激しさを増す企業間競争によ
り優勝劣敗がますます鮮明になってきてお
ります。さらに消費者の食に対する安全・安
心への要望に的確に応えていくとともに、企
業倫理の確立や環境保全活動の推進など幅
広く企業の社会的責任を遂行していくこと
が強く求められております。
当社グループは持株会社である当社を中
核に各事業会社が各々の市場環境にスピー
ディにかつ柔軟に対応することを通じて一
層の業容拡大に努め、グループ全体として
企業価値の極大化を図り、顧客・株主の皆様
をはじめ社会から評価され続ける企業グル
ープを目指してまいります。
何卒株主各位の変わらぬご支援を賜りま
すようお願い申し上げます。

平成14年6月
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取締役社長

株主の皆様には、ますますご清祥のこと
とお慶び申し上げます。
当社第158期の事業の概況をご報告する
にあたり、一言ご挨拶申し上げます。

当期における我が国経済は、長期化する
消費の低迷と設備投資の停滞、さらには不
良債権処理などに伴う大型倒産の発生など
企業を取り巻く環境はかつてないほど厳し
いものがありました。当社関連の業界にお
きましても、消費者の低価格志向に加え企
業間の販売競争は激化の一途をたどりまし
た。このような経営環境の下、よりスピーデ
ィにかつ柔軟に企業運営を行うため、当社
は昨年7月に全事業部門を分社いたしまし
た。皆様のご支援のおかげをもちまして円
滑に分社が完了できましたことを厚く御礼
申し上げます。
当期における連結業績につきましては、全
般的な消費の停滞と低価格志向の影響を受
け、売上高は3,971億73百万円（前期比
1.4％減）、営業利益は155億93百万円（前
期比15.7％減）、経常利益は174億67百万
円（前期比11.1％減）、当期純利益は93億
34百万円（前期比16.2％減）となりました。
新しい体制の下で「健康で豊かな生活づく
りに貢献する日清製粉グループ」として市場
を見据えた製品開発とコストダウンの徹底
を図ってまいります。
今後の見通しにつきましては、国内景気は
底打ちの模様を見せておりますが、雇用・所
得環境に明るさが見えない中で景気の回復



社長インタビュー
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今回は、分社後初めての本決算となる第158期の事業環境及び業績の概要に加え、
今後の戦略など、株主の皆様の関心が高い事柄について、社長にインタビューしました。

昨年7月に分社を実施され1年近くが経ちますが、

分社した背景と現時点での評価を教えてください。

当社グループは多岐にわたる事業を展開しており、それぞれの事業がそ

のマーケットにベストフィットした政策を実行し、その土俵の中で収益を

上げ、社会に貢献することが大切であります。そして、その１つ１つ自立した企業

体がグループ戦略の中でグループ内外の企業と手を結び発展していく「自立と

連合」という考え方が分社施策を実施するにあたっての根幹をなしております。

おかげさまで分社自体は非常に円滑に実施を完了することができました。分

社にかかわった全てのステークホルダーの皆様に感謝しております。ただ、分社

は組織面から出した１つの結論に過ぎず、その評価は中長期的なレンジで分

社の趣旨をどれだけ徹底し、行動に結び付け、成果として示せるかにかかっ

ていると考えております。

分社について

Q
A

ロジャーズ・�
フーズ�

フレッシュ・フード・�
サービス�

日清STC�
製粉�

日清サイロ�

日清畜産�
センター�

日清キョーリン�
製薬�

メダリオン・�
フーズ�

大山ハム�

三　幸�

タイ日清製粉�

青島日清�
製粉食品�

マ・マー�
マカロニ�

日清製粉� 日清フーズ�

日清ペットフード�

日清�
エンジニアリング�

オリエンタル酵母工業�
NBC

日清ファルマ�

日清飼料� 日清製粉グループ本社�

分社の実施とグループの発展
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グループを取り巻く事業環境と、第158期（平成14年3月期）の

業績の概要についてお話しください。

当社グループの第１５８期業績は、上期については事業会社によっては

健闘したところもありましたが、第１四半期での価格低下による減益が

大きく影響しました。その後デフレ対策のスピードを速めることで効果が出始め、

下期は前年並みの収益を上げることができました。

当社グループの場合、事業環境としては景気より人口動態その他の｢構造｣の

方が影響が大きいので、事業自体をこの構造変化に適合させていくことと、企

業活動全般の考え方と仕組みを｢戦後日本型｣から「２１世紀新日本型」に切替

完了させることに取り組んでいます。

Q
A

第158期業績について

本年秋完成予定の日清製粉鶴見工場Gミル
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社長インタビュー

第159期（平成15年3月期）の業績の

見通しと中期的な展望をお聞かせください。

第１５９期も価格低下は続くと考えられますが、購買・生産から販売・物

流にいたるまでの全ての領域においてトータルローコストを実施していく

ことで、収益を向上させる計画です。同時に付加価値のある新製品、

新ビジネスモデルの開発を実施していきます。そのために研究開発テーマの

方向性を明確にしてきており、重要な切り口として健康性と利便性を大きなター

ゲットとしてとらえていきます。

中長期的なグループの発展を実現するために事業

領域の再点検を実施し、経営資源の重点配分をし

ていきます。また、収益だけでなく、環境問題、製品

安全など社会的要請にも応えた企業グループの確

立を目指していきます。

各事業の戦略についてご説明ください。

製粉事業はトータルローコストを実施していくととも

に、生産面では今年の秋に稼動する最新鋭の鶴

見工場Gミル完成により一層の生産性向上を図っていきま

す。もう１つの重要な施策は、リレーションシップ・マーケティ

ングの推進によるお客様との関係強化であり、その１つの

戦略・今後の方向性について

Q
A

Q
A

製粉事業、双方向コミュニケーション
システム「創・食Club」
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ツールが、昨年開設したITによるコミュニケーショ

ンシステム「創・食Club」の活用であります。

もう１つのコア事業である食品事業は全社的な課

題であるトータルローコストと新製品開発の２つを

徹底していきます。その上で常温・冷凍・チルドの３

温度帯ビジネスを有機的に関連させて、食卓提案

企業への脱皮を目指していきます。

飼料、ペットフード、医薬、エンジニアリング、メッシ

ュクロスなどの各事業については特定の事業領

域において存在感を持ってマーケットに貢献し、勝ち組みに残り業績を発展

させていきます。

食品会社に対する消費者の目がさらに厳しくなっている中、

製品の｢安全・安心｣を確保するためにどのような

取り組みをしていますか。

「安全・安心」それに「健康」は今年も食品産業の共通テーマとして一

層その重要性が高まっております。今年からはアレルギー関係の表示

もはじまりました。メーカーとして設備等のハード面への投資と意識・マニュア

ル等ソフト面の強化を行っており、製品安全に細心の注意を払うとともに研究

開発体制の強化を図り、より一層消費者の健康に貢献する商品の開発・提

供を進めていきます。

Q
A

チルド帯�

常温帯�

食卓提案企業へ�

従来製品の周辺固めから�

事業シナジーの最大化へ�

冷凍帯�
調理食品�
ハム�

冷凍パスタ�
カップグラタン�

パスタ、ミックス�
パスタソース�

食品事業の方向性



「健康」をテーマに開発された日清製粉グループの商品ラ インアップ
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「健康で豊かな生活づくりに貢献する」は日清製粉グループの企業理念です。
今回は「健康」をキーワードにした日清製粉グループの商品ラインアップをご紹介します。

日清フーズ（株）取扱商品

日清フーズ（株）が取り扱うパスタソース「マ・マ
ーカロリーオフセレクト」シリーズは、健康や美
容により良いものを摂りたいという消費者意識
の高まりに応えて開発したパスタソースで、カロ
リーを40％前後低減させながらも具材の量や
美味しさは変わらない点が特長です。また、同
「マ・マーピュアメイド」シリーズはパスタソース
を短時間で加熱殺菌し、無菌の環境下でアル
ミ・パウチに充填するアセプティック製法を採用
しました。具材のうまみ成分や栄養素が熱で損
なわれず、素材本来の美味しさが味わえます。

日清ファルマ（株）取扱商品

“リブロン”シリーズは日清ファルマ（株）が取り扱
う健康食品ブランドで、アメリカの栄養学者、G. ハ
ウザー博士が健康と長寿の秘訣について記した
著書「Look Younger, Live Longer」から命名
したものです。

日清飼料（株）取扱商品

日清飼料（株）が取り扱う「ハーブ豚」は4種類の
ハーブを配合したエサで育った豚で、豚特有の
臭みがなくあっさりした味が好評です。また、「健
康サポートビタミンD強化卵」は、栄養機能食品
として販売しております。ビタミンDは体内でカ
ルシウムを吸収しやすくする性質があり骨の形
成を手助けすると言われております。

日清ペットフード（株）取扱商品

日清ペットフード（株）が取り扱うヘルスケアシリ
ーズは、ヘルスケアの発想を取り入れたペット
フードで、犬用の「ラン・ヘルスケア」と猫用の
「キャラット・ヘルスケア」があります。愛犬及び
愛猫の成長段階や健康状態に合わせて選べる
総合栄養食で、話題のポリフェノールを始めビタ
ミンE、DHAなども配合しています。

「マ・マーカロリーオフセレクト
国産卵黄のコク豊かな
カルボナーラ」

ハーブ飼料で
飼育されている
「ハーブ豚」

骨の形成に役立つ
「健康サポートビタミンD強化卵」

「ラン・ヘルスケア」シリーズ
（犬用ペットフード）
「成犬用」

「キャラット・ヘルスケア」シリーズ
（猫用ペットフード）
「肥満猫用ライト」

「マ・マーピュアメイド
素材のうまみが活きている

ボロネーゼ」

細胞のエネルギー産
生能力を高める補酵
素CoQ10入り
「コーキューリブロン」

糖質の消化吸収をおだ
やかにし血糖値を調節す
る小麦アルブミン入り特
定保健用食品
「グルコデザイン
チキンコンソメスープ」

コレステロールの吸収をおさえ、おなかの
調子を整える食物繊維を豊富に含むサイ
リウムを主成分にした特定保健用食品
「コロバランス」

日本人に不足しがちな
4種類のミネラルと12種
類のビタミンを8粒のカ
プセルと錠剤にした

「パワーリブロン8
エイト

」

コーキューテン
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全事業分社の告知
創業第二世紀を迎えた2001年7
月2日、全事業分社による日清製
粉グループの新しいスタートに伴
い、全国紙に記念広告を出稿しま
した。また、「健康で豊かな生活づ
くりに貢献する」というグループ
の企業理念をアピールするため
に本社屋上看板も斬新な内容に
変更しました。

「日清製粉グループ環境報告書 2001」発刊
経営における重要課題として取り組んでおりますグループ全体の環
境保全活動状況を紹介するとともに、今後もより一層環境保全を推
進していくことの意志表明として「日清製粉グループ環境報告書
2001」を発刊しました。地球温暖化防止・省エネルギー、廃棄物削
減・リサイクル、製品における環境への対応、エコビジネスの積極展
開など当社グループの取り組みは各方面で高い評価をいただいて
おります。

今日、私たち日清製粉は日清製粉グループとして新しく生まれ変わります。�

製粉からはじまり、食品、飼料、ペットフード、医薬、エンジニアリングと、�

生活環境の変化とともに拡大してきた私たちの事業。�

それぞれの部門が独立し、7つの会社が生まれました。�

皆さまの「健康で豊かな生活づくり」を目指す、私たちの企業姿勢は変わりません。�

今までよりもさらに皆さまから多くの声を聞くために。�

そしてその声に的確に、いち早くお答えするために私たちは変わります。�

皆さまから愛され支えていただいたこの100年。�

その信頼に答えるために。そしてもっともっと愛される企業を目指して。�

今日から新しい日清製粉グループです。�

7月2日、21世紀�
  新体制のスタートです。�

グループ47社。 �

今日からの製粉。�

今日からの食品。�

今日からの配合飼料。�

今日からのエンジニアリング。�

今日からの医薬。�

今日からのペットフード。�

記念広告

本社屋上看板

環境マネジメントシステムISO14001を取得した上福岡研究所群（左）とつくば研究所（右）

「日清製粉グループ
環境報告書 2001」
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チルド事業の拡充
日清フーズ（株）は常温・冷凍・チルドの全温度帯ビジネ
スの積極的展開を図っております。中でもチルド事業に
つきましては、和惣菜トップメーカーである（株）三幸が持
つノウハウを最大限活用して事業の拡充を図っており、有
力百貨店及び量販店向けに「遊心亭」「百椀」など生活者
のニーズを的確にとらえた新業態の和惣菜店舗を積極
的に展開しております。

ピザ市場の創出で小麦粉食需要拡大へ貢献
生活者の本物志向や食へのこだわりが深まる中、近年本場のナポリピッツァが注目され話題とな
っております。グループ傘下のフレッシュ･フード･サービス（株）は南イタリア料理の人気店「パル
テノペ」を店舗展開することで新たにピザ市場を創出して小麦粉市場の拡大を図っております。
また、グループとして今年3月に開催されたアジア地区最大の国際食品・飲料展（通称：FOODEX
JAPAN2002）において「本格ナポリピッツァ提供システムとイタリア関連商材」をテーマに出展
しました。本格的なナポリピッツァを専用冷凍生地と焼成システムの組み合わせで様々に店舗展
開できるシステムの提案はお客様から好評を得ました。

10

百貨店内にオープン
した新業態の和惣菜
店「百椀」

ピッツェリア・トラットリア
「パルテノぺ」恵比寿店

FOODEX JAPAN 2002での
出展風景



日清製粉グループの概要

当社とグループ各社との事業系統図 （平成14年3月31日現在）

（旧）日清製粉株式会社は、平成13年7月2日に各事業を分社し、持株会社（株式会社日清製粉グルー
プ本社）となりました。当社グループは持株会社と「製粉」「食品」「飼料」「その他」の各事業によって
構成されており、当社のほか子会社41社、関連会社28社の体制となっています。そのうち当社と連結
子会社（27社）、持分法適用関連会社（7社）の事業系統図は次のとおりであります。

1211

（新）日清製粉株式会社
フレッシュ・フード・サービス株式会社
ヤマジョウ商事株式会社
ロジャーズ・フーズ株式会社（カナダ）
日清STC製粉株式会社（タイ）
NSTCトレーディング株式会社（タイ）
石川株式会社
フォーリーブズ株式会社（シンガポール）

日清フーズ株式会社
マ・マーマカロニ株式会社
株式会社三幸
大山ハム株式会社
フード・マスターズ株式会社（アメリカ）
メダリオン・フーズ・インク（アメリカ）
タイ日清製粉株式会社（タイ）
タイ日清テクノミック株式会社（タイ）

日清飼料株式会社

日清ペットフード株式会社

株式会社日清畜産センター

日清ファルマ株式会社

日清エンジニアリング株式会社

エヌビーシー株式会社 オリエンタル酵母工業株式会社
P.T.NBCインドネシア（インドネシア）
株式会社エヌ・ビー・シー浜松
ダイナメッシュ・インク（アメリカ）
日清サイロ株式会社
信和開発株式会社

日清アイ エスエル
株式会社

日清不動 産株式会社

日本ロジテム株式会社
阪神サイロ株式会社
千葉共同サイロ株式会社

日清キョーリン製薬株式会社

①医薬

②エンジニアリング

③その他

従業員数（平成14年3月31日現在）
■製粉事業 1,394名
■食品事業 1,727名
■飼料事業 342名
■その他事業、全社（共通） 939名
■グループ本社 282名
合計 4,684名

連結子会社 持分法適用関連会社
注）各事業での中核会社には色帯をつけております。



営業の概況
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〈当期の概況〉
小麦粉の出荷は、食糧消費の停滞や小麦粉関連製品の輸入増加の

影響もあり、前年実績を若干下回りました。小麦粉全体の需要が伸び
悩む市場環境の中、生産・物流面でのさらなるコスト削減に加え、拠点
特約店との連携の下、販売体制を強化し拡販を図ってまいりました。現
在鶴見工場に建設中の最新鋭Gミルは順調に建設が進んでおり、当初
見込みのとおり今秋稼動の予定です。また、従来より展開しております
リレーションシップ・マーケティングを一層深化させる形で昨年7月に
開設しました「創・食Club」は、インターネット上で様々な情報やサー
ビスを提供しながらお客様の抱える経営課題をスピーディに解決する
など、お客様との双方向コミュニケーションシステムとして着実に広が
りを見せております。副製品であるふすまにつきましては、競合品の輸
入量減少と国内向け飼料需要が旺盛であったことから、価格は堅調に
推移しました。

〈次期の見通し〉
リレーションシップ・マーケティングの推進により営業体制の強化
を図るとともに、ITを駆使した双方向コミュニケーションシステム
「創・食Club」の拡充を通してお得意様の抱える経営課題を共にス
ピーディに解決するソリューション型営業対応を活用して小麦粉の拡
販を図ってまいります。また、生産から販売、流通にいたる全領域でロ
ーコスト・オペレーションを推進し収益の確保に努めます。

製粉事業
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売上高の推移 （単位：百万円）

「創・食の時代」をテーマ
に開催した企業コミュニケ
ーションイベント

●冷凍 ポテトカップがおいしいお弁当用ケチャッピーハンバーグ
（日清フーズ：冷凍お弁当用ハンバーグ）

ジューシーなチキン100％のハンバー
グをポテトでできたカップに入れ、ケ
チャップをトッピングしました。子供が
大好きなチキンハンバーグとポテトの
両方を同時に味わえる、コクのあるお
いしさです。紙カップ商品とは異なり

カップがそのまま食べられ、“紙カップ包材費分、具材の質と量
がアップ”“ゴミがでないので環境にやさしい”などの特長を持
ったこれまでにない商品です。 （平成14年2月新発売）

●冷凍 きのこと野沢菜ライス
（日清フーズ：冷凍米飯）

人気の冷凍パスタの中でも特に人
気のある『まいたけと野沢菜』の味わ
いを冷凍米飯で商品化。タップリの
鶏肉とまいたけ・椎茸・えのき茸な
どと野沢菜の旨みを効かせたしょう
油ベースのソースとお米を一緒に

炊き上げ、香味豊かでジューシーなおいしさに仕上げました。
内袋ごとレンジで加熱するだけで一人分が簡単にできあがり
ます。 （平成14年2月新発売）

新製品

平成
12/
3
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13/
3

平成
14/
3

159,171
154,449

152,321
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食品事業
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売上高の推移 （単位：百万円）

●冷凍 青の洞窟スパゲティポモドーロソース
（日清フーズ：冷凍ワンディシュパスタ）

高級パスタ＆パスタソースのブランド『青の洞窟』
から冷凍パスタが新登場。新鮮な海老やいかとし
めじ・まいたけなどの旨みを、トマトソースと絶妙
にマッチさせ白ワインで仕上げたポモドーロソー
スのスパゲティです。隠し味にコクのあるシチリ
アの天日塩、エキストラバージンオリーブオイル

で風味づけをしました。冷凍ならではのトマトや魚介・きのこの素材の旨み・食
感・色合いが生きた、味わい深いおいしさです。 （平成14年2月新発売）

〈当期の概況〉
パスタソース、お好み焼粉、家庭用冷凍食品などの出荷は堅調に推
移しましたが、家庭用小麦粉、パスタ、から揚げ粉などは前年実績を下
回りました。消費不況の長期化や企業間競争の激化、さらに消費者の
低価格志向が強まる中で加工食品を取り巻く市場環境は引き続き厳
しい状況下にあり収益面でも苦戦を余儀なくされましたが、徹底した
コストダウンに取り組む一方で、市場ニーズに合致した新製品の開発
及び積極的なマーケティング活動により、市場の活性化と拡販に努め
てまいりました。
今年2月には長年冷凍パスタで培ったノウハウを活用して冷凍米飯

市場に参入を果たしたほか、高級パスタ＆パスタソース「青の洞窟」ブ
ランドを活用した冷凍パスタを投入するなど新製品38品目を発売い
たしました。また、グループ傘下の（株）三幸がもつ和惣菜事業のノウ
ハウを活用し、素材の新鮮さやメニューの豊富さにこだわった和惣菜
の専門店を百貨店及び量販店向けに積極的に展開し、チルド事業の拡
充を図っております。

〈次期の見通し〉
消費者ニーズに的確に応えた新製品の開発と投入を行うとともに、
積極的な販売促進活動を実施してトップブランドの強化を行い、常温・
冷凍・チルドの全温度帯での事業展開を積極的に図ります。さらに、生
産・購買の見直し、物流改善など徹底したコスト削減を実施して収益
の回復を図ります。
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148,382

154,509
150,327

ジャパンフードサービスショーに出展



営業の概況

〈当期の概況〉
養魚用飼料では、積極的な拡販施策に加え生餌不足による配合飼

料需要への高まりもあり、ブリ用・タイ用飼料を中心に出荷は前年を大
きく上回りました。畜産用飼料では畜産物価格が低調に推移し厳しい
販売競争が続く中にあって着実な営業活動を行った結果、ほぼ前年並
みの出荷となりました。
また、ペットフード事業につきましては、高付加価値品を中心に拡販
に努力しましたが、企業間競争激化の影響により出荷は若干前年を下
回りました。

〈次期の見通し〉
配合飼料事業につきましては、BSE（牛海綿状脳症）の影響が懸念さ
れる中、ハーブ豚など消費者に安心感を提供する差別化畜産物等を
切り口とした着実な拡販と、生産・販売全般にわたるローコスト・オペ
レーションを推進して収益確保に努めます。
また、ペットフード事業につきましてはプレミアム商品の開発強化と
徹底したコスト削減により収益の改善を図ります。

飼料事業
100,000�

75,000�

50,000�

25,000�

0

売上高の推移 （単位：百万円）

●キャラット・懐石2ディッシュおいしさあわせ
（日清ペットフード：猫用ペットフード）

素材から製法、栄養、風味、見た目の美しさにまでこ
だわった、分包タイプのドライキャットフード「懐石2
ディッシュ」シリーズに、「ほたてかまぼことまぐろ節」
と「ほたてかまぼこと人参入りささみ」の2つの異種
素材をトッピングした新メニュー「おいしさあわせ」が
登場。ほたてかまぼこと「海の幸」（まぐろ節）、「山の
幸」（ささみ）をそれぞれ2種トッピングして変化をつ

け、メニューのバラエティ化を図りました。 （平成14年3月新発売）

●ラン・コミュニケーション 角切りビーフ＆野菜入り
（日清ペットフード：犬用ペットフード）

グルメ志向の総合栄養食として昨年発売した「ラン・
コミュニケーション」に新メニュー「角切りビーフ＆
野菜入り」を追加。新商品はミックスタイプのドライ
フードに愛犬の大好きな角切りビーフとビタミンた
っぷりのキャベツをトッピングした栄養豊富で、気ま
ぐれな愛犬も飽きないミックスタイプの食べ応えの
あるフードです。 （平成14年3月新発売）

新製品
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ISO9002の認証を
取得した日清ペット
フード鶴見工場のエ
クストルーダー（増粒
装置）と包装工程
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〈当期の概況〉
医薬事業につきましては、希少疾病である潰瘍性大腸炎・クローン病治
療薬「ペンタサ錠」の出荷が日清キョーリン製薬（株）において引き続き高
い伸びを示しました。また、健康食品分野においては特定保健用食品で
ある「グルコデザインリブロン」を始めとするリブロンシリーズが順調に
推移しており、さらには新しい健康食品素材として注目されているCoQ10
を活用した新製品を上市いたしました。
エンジニアリング事業につきましては、粉体機器販売等は前年を下回

りましたが、プラント関連は前年を上回る完工高となりました。
エヌビーシー（株）（エヌ・ビー・シー工業（株）より商号変更）につきまし
ては、スクリーン印刷用・産業資材用メッシュクロスなどの製造及び販売
を行っておりますが、IT関連産業不況の影響を受け売上高は前年を若干
下回りました。

〈次期の見通し〉
医薬事業につきましては、日清キョーリン製薬（株）における事業基盤をよ
り一層強化するとともに、健康に対する市場ニーズがますます高まる中、厚
生労働省より新たに食品素材として認められたCoQ10を活用した新製品を
中心に各種健康食品の拡販に努め、収益力のアップを図ります。
エンジニアリング事業につきましては、プラントエンジニアリングは前年
を上回る受注を見込み、粉体機器販売・粉体加工分野についても売上の
伸張を図ります。エヌビーシー（株）につきましても、メッシュテクノロジーを
駆使した各種製品の拡販を図ります。

その他事業
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売上高の推移 （単位：百万円）
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粉体工業展に出展

●コーキューリブロン
（日清ファルマ：健康食品）

補酵素コエンザイムQ10（以下CoQ10）を配合した栄養補助食品「コーキューリブロン」を新発売。CoQ10は、も
ともと体内にある補酵素で、体内でのエネルギー産生過程では不可欠な成分です。近年欧米では、心疾患対
応・老化予防・疲労回復・美容・スポーツ選手向けなどを中心とした健康食品として特に人気が高く幅広く活用
されています。CoQ10は、1970年代に日清製粉が世界で初めて量産化し、以来国内では心臓疾患の医薬品用
原薬として供給、昨年（2001年）より食品としての使用が認められ、今後は国内において様々な食品素材への広
がりが期待されます。脂溶性のCoQ10の体内での吸収率を高めるためソフトカプセル形状にしました。

（平成13年12月新発売）
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連結財務ハイライト

平成10年3月 平成11年3月 平成12年3月 平成13年3月 平成14年3月
第154期 第155期 第156期 第157期 第158期 対前年 増減率

経営成績
売上高（百万円） 364,420 364,301 402,881 402,937 397,173 △ 5,764 △ 1.4%
営業利益（百万円） 11,700 13,808 19,014 18,504 15,593 △ 2,911 △ 15.7%
経常利益（百万円） 13,476 15,923 20,351 19,652 17,467 △ 2,184 △ 11.1%
当期純利益（百万円） 6,789 7,327 10,822 11,136 9,334 △ 1,802 △ 16.2%
利益率
売上高営業利益率 3.2% 3.8% 4.7% 4.6% 3.9% △ 0.7% －
売上高経常利益率 3.7% 4.4% 5.1% 4.9% 4.4% △ 0.5% －
売上高当期純利益率 1.9% 2.0% 2.7% 2.8% 2.4% △ 0.4% －
株主資本当期純利益率（ROE） 4.3% 4.5% 6.0% 6.0% 4.2% △ 1.8% －
財務状況
総資産（百万円） 264,030 268,798 291,524 294,474 340,637 ＋ 46,163 ＋ 15.7%
株主資本（百万円） 160,250 165,988 184,558 186,138 215,354 ＋ 29,216 ＋ 15.7%
株主資本比率 60.7% 61.8% 63.3% 63.2% 63.2% 0.0% －
1株当たり指標
当期純利益（円） 26.99 29.13 43.10 45.07 38.40 △ 6.67 －
株主資本（円） 637.10 659.90 738.45 762.84 904.15 ＋ 141.31 －
配当金（円） 6 6 10 8 8 0 －

［連結財務ハイライト（平成10年3月期～平成14年3月期）］
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連結業績見通し

平成14年3月実績 平成15年3月見通し 前年差 前年比

売上高（百万円） 397,173 410,000 ＋ 12,827 ＋ 3.2%

経常利益（百万円） 17,467 19,700 ＋ 2,233 ＋ 12.8%

当期純利益（百万円） 9,334 10,400 ＋ 1,066 ＋ 11.4%

［平成15年3月期業績見通し］

（注）当資料に記載されている内容は、種々の前提に基づいたものであり、記載された将来の計画数値、施策の
実現を確約したり、保証するものではありません。



■売上高（百万円）

■総資産　■株主資本（百万円）

■経常利益　■当期純利益（百万円）
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（注）当資料に記載されている内容は、種々の前提に基づいたものであり、記載された将来の計画数値、施策の実現を確約したり、保
証するものではありません。
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連結決算の状況

連結貸借対照表
（平成14年3月31日現在） 単位：百万円 単位：百万円
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（資産の部）
流動資産 148,382 153,577 5,194
固定資産 146,091 187,060 40,968
資産合計 294,474 340,637 46,163

（負債の部）
流動負債 61,443 70,764 9,320
固定負債 34,477 41,411 6,934
負債合計 95,921 112,176 16,254

少数株主持分 12,414 13,106 692

（資本の部）
資本金 17,117 17,117 －
資本準備金 9,446 9,446 －
連結剰余金 160,592 165,265 4,672
その他有価証券評価差額金 － 24,035 24,035
為替換算調整勘定 △ 979 △ 382 596
自己株式 △ 3 △ 91 △ 87
子会社の所有する親会社株式 △ 36 △ 36 －
資本合計 186,138 215,354 29,216
負債、少数株主持分及び資本合計 294,474 340,637 46,163

連結損益計算書
（平成13年4月1日から平成14年3月31日まで）

科　　　目 前連結会計年度 当連結会計年度 比　較
(13年3月31日) (14年3月31日) （△は減）

売上高 402,937 397,173 △ 5,764
売上原価 280,362 278,418 △ 1,943
売上総利益 122,575 118,755 △ 3,820

販売費及び一般管理費 104,070 103,162 △ 908
営業利益 18,504 15,593 △ 2,911

営業外収益 2,806 3,003 197
営業外費用 1,658 1,129 △ 529
経常利益 19,652 17,467 △ 2,184

特別利益 10,955 4,742 △ 6,212
特別損失 9,716 4,732 △ 4,983

税金等調整前当期純利益 20,891 17,477 △ 3,413
法人税、住民税及び事業税 8,291 7,891 △ 400
法人税等調整額 584 △ 561 △ 1,145
少数株主利益 878 813 △ 65
当期純利益 11,136 9,334 △ 1,802

単位：百万円

連結剰余金計算書
（平成13年4月1日から平成14年3月31日まで）

連結剰余金期首残高 158,034 160,592 2,558
連結剰余金増加高 － 1,300 1,300
連結剰余金減少高 8,578 5,961 △ 2,616
当期純利益 11,136 9,334 △ 1,802
連結剰余金期末残高 160,592 165,265 4,672

単位：百万円

連結キャッシュ・フロー計算書
（平成13年4月1日から平成14年3月31日まで）

営業活動によるキャッシュ・フロー 16,141 13,068 △ 3,072
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 12,597 23,110 35,708
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 10,058 △ 4,772 5,285
現金及び現金同等物に係る換算差額 64 74 10
現金及び現金同等物の増減額 △ 6,450 31,480 37,931
現金及び現金同等物の期首残高 24,214 17,763 △ 6,450
新規連結に伴う現金

及び現金同等物の増加額 － 822 822

現金及び現金同等物の期末残高 17,763 50,066 32,303

（注）1. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
2. 当期よりその他有価証券のうち時価のあるものの評価の方法につい
て、「金融商品に係る会計基準」を適用しております。この結果、その
他有価証券評価差額金24,035百万円、繰延税金負債17,096百万
円及び少数株主持分22百万円が計上されております。

（注）1. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
2. 資金運用資産を含めた手元資金は58,920百万円で、前期末より
2,226百万円増加しております。

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

前連結会計年度 当連結会計年度 比　較
科　　　目 （12年4月1日～ （13年4月1日～

13年3月31日） 14年3月31日) （△は減）

前連結会計年度 当連結会計年度 比　較
科　　　目 （12年4月1日～ （13年4月1日～

13年3月31日） 14年3月31日) （△は減）

前連結会計年度 当連結会計年度 比　較
科　　　目 （12年4月1日～ （13年4月1日～

13年3月31日） 14年3月31日) （△は減）
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摘　　　要 前期 当期 比較
（13年3月） （14年3月） （△は減）

（注）1. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
2. 当社は平成13年7月2日に全事業を分社し、持株会社となりました。
営業収益のうち「売上高」及び営業費用のうち「売上原価」「販売費及
び一般管理費」はそれぞれ分社前の製品・商品等の売上高及び営業
費用を示し、営業収益のうち「営業収益」及び営業費用のうち「営業費
用」はそれぞれ分社後の収益及び費用を示しております。

2. なお、「営業収益」は「ブランド使用料収入」「不動産賃貸料収入」等で
あります。

貸借対照表
（平成14年3月31日現在） 単位：百万円

（資産の部）
流動資産 104,388 45,657 △ 58,730
固定資産 125,070 174,468 49,398
資産合計 229,458 220,126 △ 9,332

（負債の部）
流動負債 40,341 21,382 △ 18,958
固定負債 24,919 17,487 △ 7,431
負債合計 65,261 38,870 △ 26,390

（資本の部）
資本金 17,117 17,117 －
法定準備金 13,825 13,825 －
剰余金 133,253 130,649 △ 2,604
評価差額金 － 19,754 19,754
自己株式 － △91 △91
資本合計 164,197 181,256 17,058
負債及び資本合計 229,458 220,126 △ 9,332

利益処分

（注）1．記載金額は、百万円未満を切り
捨てて表示しております。

2．平成13年12月10日に977百
万円（1株につき4円）の中間配
当を実施いたしました。

3．特別償却準備金、固定資産圧縮
積立金及び固定資産圧縮特別勘
定積立金は、租税特別措置法等
に基づくものであります。

単位：百万円

単位：百万円

損益計算書
（平成13年4月1日から平成14年3月31日まで）

当期未処分利益
特別償却準備金取崩額
固定資産圧縮積立金取崩額
固定資産圧縮特別勘定積立金取崩額

計

これを次のとおり処分します。

利益配当金

取締役賞与金
固定資産圧縮積立金
固定資産圧縮特別勘定積立金
準備積立金
後期繰越利益

26,343 18,544 △ 7,798
55 78 23
200 1,754 1,553
26 488 461

26,626 20,866 △ 5,760

977 953 △ 23
（1株につき4円） （1株につき4円）

60 35 △ 25
213 4 △ 209
264 57 △ 207

5,000 － △ 5,000
20,111 19,815 △ 295

科　　　目 前期 当期 比　較
(13年3月31日) (14年3月31日) （△は減）

（注）1. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
2. 当期よりその他有価証券のうち時価のあるものの評価の方法につい
て、「金融商品に係る会計基準」を適用しております。この結果、その
他有価証券評価差額金19,754百万円、繰延税金負債14,187百万
円が計上されております。

前期 当期 比　較
科　　　目 （12年4月1日～ （13年4月1日～

13年3月31日） 14年3月31日) （△は減）

営業収益 317,086 86,185 △ 230,900
売上高 317,086 77,864 △ 239,221
営業収益 － 8,321 8,321

営業費用 304,075 84,467 △ 219,608
売上原価 231,075 56,608 △ 174,467
販売費及び一般管理費 73,000 18,783 △ 54,216
営業費用 － 9,075 9,075
営業利益 13,010 1,718 △ 11,292

営業外収益 2,514 1,758 △ 755
営業外費用 1,175 396 △ 778

経常利益 14,349 3,080 △ 11,269
特別利益 11,007 4,608 △ 6,398
特別損失 9,075 2,287 △ 6,788

税引前当期利益 16,280 5,401 △ 10,879
法人税、住民税及び事業税 6,238 1,110 △ 5,128
法人税等調整額 706 952 245
当期利益 9,335 3,338 △ 5,996
前期繰越利益 23,995 20,111 △ 3,883
自己株式消却額 6,006 3,928 △ 2,078
中間配当額 981 977 △ 3
当期未処分利益 26,343 18,544 △ 7,798

当社は平成13年7月2日に全事業を分社し、持株会社となりましたので、平成13年7月～
平成14年3月の営業収益が各事業会社に移管され、売上高、利益とも大きく減少しました。



株式の状況（平成14年3月31日現在）

■会社が発行する株式の総数
467,068,000株（前期末比5,710,000株減）＊

■発行済株式の総数
238,610,044株（前期末比5,710,000株減）＊

＊会社が発行する株式の総数及び発行済株式の総
数の減少は、期中の株式の消却によるものです。

■株主数
15,182名（前期末比1,138名増）

■大株主（上位10名）

■株式分布状況

所有者別 所有株数別

その他法人（ 400名）47,772千株（20.0%）
個人・その他（14,391名）39,133千株（16.4%）
外国人 （ 216名）23,194千株（ 9.7%）
証券会社 （ 37名）1,166千株（ 0.5%）

金融機関（138名）
127,342千株（53.4％）

100万株以上（43名）
151,081千株（63.3％）

10万株以上（ 132名）39,776千株（16.7%）
1万株以上 （ 1,017名）22,348千株（ 9.4%）
1,000株以上（10,250名）24,540千株（10.3%）
1,000株未満（ 3,740名） 863千株（ 0.3%）

株主名 持株数（千株） 持株比率（％）
日本生命保険相互会社 14,075 5.8
山崎製パン株式会社 12,764 5.3
株式会社富士銀行 10,421 4.3
モルガン信託銀行株式会社 9,772 4.0
（非課税口）
株式会社第一勧業銀行 8,416 3.5
株式会社三井住友銀行 7,431 3.1
三菱商事株式会社 6,347 2.6
三菱信託銀行株式会社（信託口） 6,030 2.5
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 4,951 2.0
（信託口）
日清製粉グループ社員持株会 4,708 1.9
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■決算期
3月31日

■利益配当金受領株主確定日
3月31日

■中間配当金受領株主確定日
9月30日

■定時株主総会
6月

■公告掲載新聞
東京都において発行する日本経済新聞

決算公告に代えて貸借対照表及び損益
計算書を掲載するホームページアドレス
http://www.nisshin.com/kessan/

■1単元の株式の数
1,000株

■名義書換代理人
東京都港区芝三丁目33番1号
中央三井信託銀行株式会社

■同事務取扱所
（郵便番号168-0063）
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
中央三井信託銀行株式会社
証券代行部
電話　東京（03）3323-7111（代表）

■同取次所
中央三井信託銀行株式会社
全国各支店
日本証券代行株式会社
本店、全国各支店

株主メモ会社概要（平成14年3月31日現在）

■商　　号 株式会社日清製粉グループ本社
■本　　社 東京都千代田区神田錦町一丁目25番地
■創　　業 明治33年10月
■資 本 金 17,117,856,746円
■主要事業 1. 次の事業を営む会社の株式を保有することによる当該

会社の事業活動の支配・管理
製粉事業
食品事業
飼料事業
その他事業　医薬、エンジニアリング、その他

2. 研究、開発、調査の受託
3. 不動産の賃貸、管理
4. 工業所有権の取得、維持、管理、利用許諾及び譲渡

■ 役 　 員

代表取締役
取締役社長
代表取締役
専務取締役
常務取締役
常務取締役
常務取締役
常務取締役
常務取締役
常務取締役
常務取締役
常務取締役
監査役（常勤）
監査役（常勤）
監 査 役

正 田 　 修

新 倉 英 �

山� 晴 雄
渡 邊 陽 寛
伊 藤 健 夫
村 上 一 平
重 盛 武 彦
長谷川浩嗣
福 嶋 　 宣
中 村 隆 司
北 村 正 雄
武 井 大 治
畠 山 保 雄

■従業員数 282名

■事業場

本社 東京都千代田区神田錦町
研究所 埼玉県入間郡大井町
生産技術研究所
基礎研究所
QEセンター

（お知らせ）
住所変更、単元未満株式買取請
求、名義書換請求及び配当金振
込指定に必要な各用紙のご請求
は、名義書換代理人のフリーダイ
ヤル 0120－87－2031で24時
間受付しております。

（ ）
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