
第159期　中間事業報告書

株主のみなさまへ
平成14年4月1日から平成14年9月30日まで
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当社関連の業界におきましても、消費者
の食に対する安全・安心の要望が一段と広
範囲に高まる中で、法令遵守や企業倫理の
確立がより強く求められております。
当社グループにおきましては、分社後の

新しい体制の下で「健康で豊かな生活づく
りに貢献する」という企業理念に沿った新製
品開発に注力する一方、中国青島市でのプ
レミックス事業の立ち上げや日清飼料株式
会社と丸紅飼料株式会社の経営統合に向け
た協議開始などグループ内外との連合によ
り各事業会社が競争力強化と更なる成長・
発展を目指すことにより、グループ全体とし
て企業価値の極大化を図り、株主・顧客の皆
様を始め社会から信頼され、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12月

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159期上半期の事業の概況につい
てご報告するにあたり、一言ご挨拶申し上
げます。
今上半期における我が国経済は、デフレ

圧力がますます強まる一方、アメリカ景気の
減速や世界同時株安などにより景気の底割
れが懸念されるなど極めて厳しい経済環境
が続きました。
当社関連の業界におきましても、長引く消
費の低迷に加え販売価格の下落が企業収益
に大きな影響を与えておりますが、当社グ
ループの総力を挙げて市場ニーズに応えた
製品・サービスの提供により積極的な販売
施策を推進する一方、生産から購買・物流・
販売に至るすべての領域で徹底したコスト
削減に努めた結果、連結業績につきまして
は、売上高は2,017億68百万円（前年同期
比2.5％増）、営業利益は80億24百万円（前
年同期比20.6％増）、経常利益は90億40百
万円（前年同期比18.7％増）と増収増益を達
成することができました。
中間配当金につきましては1株につき4円
を実施させていただきました。
今後の見通しにつきましては、不良債権処
理を加速させると同時に需要創出政策など
デフレ対策にも配慮しながら日本経済再生
に向けて構造改革の努力が続くものと思わ
れます。

取締役社長



当社とグループ各社との事業系統図 （平成14年9月30日現在）

当社グループは持株会社である当社と「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42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
（29社）、持分法適用会社（7社）の事業系統図は次のとおりであります。

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）
青島日清製粉食品有限公司（中国）

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
株式会社エヌ・ビー・シー浜松
シーエヌケイ株式会社
P.T.NBCインドネシア（インドネシア）
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9月30日現在）
■製粉事業 1,408名
■食品事業 1,746名
■飼料事業 333名
■その他事業等 922名
■グループ本社 271名
合計 4,680名

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

日清製粉グループの概要
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日清製粉グループの国際化への取り組み

日清製粉グループは国内だけでなく、海外でも積極的な事業展開を行っています。
今回の特集では、国際化の拠点として海外で活躍するグループ会社の活動をご紹介します。

wタイ日清製粉株式会社（タイ）
1988年設立。高品質で低コストのパスタソース・冷凍食
品などを製造・販売し、ほぼ100％を日本に輸出していま
す。今後はタイ及び周辺諸国への拡販を行う計画です。

eタイ日清テクノミック株式会社（タイ）
1991年設立。業務用プレミックスを製造し、タイ及び周
辺諸国に販売しています。小麦粉を出発点とした各種製
品をタイ市場で拡販し、更にアジア圏各国に事業を広げ
ていくことを目指しています。

rフォーリーブズ株式会社（シンガポール）
パン・ケーキなどを製造・販売するベーカリー経営。1981
年の設立以来､順調に売上げを伸ばし、現在シンガポー
ル国内で24店舗を展開するほか､海外にも子会社を持っ
ています。

yP.T. NBCインドネシア（インドネシア）
スクリーン印刷用・産業資材用メッシュクロスの海外生産
拠点として1996年設立。製品は日本を始め、周辺諸国に
供給されています。

uロジャーズ・フーズ株式会社（カナダ）
1951年設立の小麦粉、シリアルなどの製造・販売会社。
1989年に当社が買収しましたが、現在、製粉能力は買収
時の2倍､販売数量は3倍にまで拡大しています。

oダイナメッシュ・インク（アメリカ）
1990年設立のスクリーン印刷用メッシュクロス、印刷資
材の販売会社。今後は、産業資材用メッシュクロス、成形
フィルター分野へも進出し、アメリカ市場でのシェアアッ
プを目指しています。

iメダリオン・フーズ・インク（アメリカ）
パスタ製造・販売。マーケットリサーチなどを経て1996年
に設立。アメリカでの事業展開の拠点として、今後、国際
化を進める上で大きな役割を果たすことが期待されてい
ます。

t青島日清製粉食品有限公司（中国）
2002年設立。プレミックスの製造工場としては、業界初の
中国進出となります。日本向けの加工食品基地としてめ
ざましい成長を遂げている中国市場での事業拡大を目
指しています。

q日清STC製粉株式会社（タイ）
カナダのロジャーズ・フーズ（株）に続く海外2番目の製粉
工場として1991年に設立。小麦粉を製造し、タイ日清テ
クノミック（株）に供給しているほか、周辺諸国への販売も
増加しています。



営業の概況
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［当中間期の概況］
小麦粉の出荷につきましては、小麦粉全体の

需要が伸び悩む環境の中、拡販に努力し前年並
みを確保しました。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営業体制を強力
にバックアップしております。
副製品であるふすまにつきましては、競合品の
輸入量が減少し、国内における飼料向け需要が
旺盛であったことから、販売数量・価格とも堅調
に推移しました。
なお、生産や購買・物流管理などあらゆる分野
でコスト削減に取り組んでおり、高い生産性と効
率を誇る鶴見工場の最新鋭大型ミルが9月に完
成し稼働いたしました。

［通期の見通し］
小麦粉消費の伸び悩みや小麦粉調製品の輸入
増により国内外での競争は一層激化するものと
予想されます。その環境下、現在取り組んでおり
ます「創・食Club」によるお客様への、よりきめ細
かなソリューション型営業対応を実施し、更なる
関係強化を図ることでシェアアップに努めます。
また、小麦粉の持つ「健康」面に照準を合わせた
新製品の開発を通じて新たな小麦粉市場の拡大
を図ってまいります。
この程完成しました鶴見工場の新ラインは最

新鋭の設備を有した高効率化ミルであり、これ
を中心に生産面でのローコストオペレーションを
更に強力に推進していくほか、物流・購買などす
べての面でより一層のコスト削減に取り組み、収
益の確保を図ってまいります。

■製粉事業

日清製粉（株）鶴見工場最新鋭ミル

小麦挽砕用ロール機
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■食品事業

［当中間期の概況］
市場環境は、デフレの進行と消費者の低価格

志向により厳しい状況下にありますが、徹底した
コスト削減に加えて市場ニーズにマッチした新
製品の開発と積極的なマーケティング活動を推
進した結果、パスタ・パスタソース、家庭用小麦
粉、お好み焼粉や天ぷら粉などの各種ミックス
粉、冷凍食品の出荷につきましては、いずれも前
年を上回りました。
8月には、拡大しているグラタン市場に簡便性
の高い商品を投入するとともに、業界初の無菌
充填製法を採用したパスタソース「マ･マーピュ
アメイド」シリーズのラインアップ拡充などによ
り新製品13品目、リニューアル品16品目を発売
しました。冷凍食品につきましても冷凍パスタや
お弁当用「食べられるカップ」シリーズを始めと
した新製品11品目、リニューアル品3品目を発売
いたしました。

［通期の見通し］
消費が低迷する中、食品業界の販売競争はよ

り一層激しさを増すものと思われますが、安全・
安心・健康に対する市場ニーズに応えた新製品
の開発・投入、積極的な販売促進活動等を実施
して拡販を図ってまいります。さらに品質管理体
制の強化と営業体制の効率化に加え、生産・購
買の見直し、物流費改善など徹底したコスト削減
を実施して収益の改善を図ります。
また、中国青島市でのプレミックス事業は、食
糧供給基地として発展めざましい中国に着目し、
永年培ったプレミックスの生産・品質管理技術な
どグループの総合力を結集したプロジェクトで
あり、年内の稼働を予定しております。

青島日清製粉食品有限公司社屋
（中国青島市）

日清フーズ（株）
「WORLD FABEX 2002」に出展



営業の概況
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［当中間期の概況］
畜産用飼料につきましては、各社の販売競争が
激化する中、着実な営業活動を推進した結果、全
畜種にわたって前年を上回る出荷となりました。
また、養魚用飼料につきましては、魚価の低迷が
長引くなど全体需要が減少する中、積極的な拡
販施策を推進し、出荷は前年を上回りました。
ペットフード事業につきましては、高付加価値

型の新製品を積極的に市場投入して拡販を図っ
た結果、出荷は前年を上回りました。

［通期の見通し］
配合飼料事業につきましては、ハーブに関する
知見を活用した研究開発力を強化育成し拡販に
努めるとともに、生産・販売全般においてローコ
ストオペレーションの徹底等により収益確保に努
めます。また、丸紅飼料（株）との経営統合に向け
て本格的な協議を開始いたします。
ペットフード事業につきましては、高付加価値

商品の拡販と徹底したコスト削減により収益の
改善を図ります。

■その他事業

［当中間期の概況］
医薬事業につきましては、健康食品分野におけ

る新しい素材として注目されているコエンザイム
Ｑ10を活用した新製品を始め各種健康食品リブロ
ンシリーズの出荷が好調に推移いたしました。ま
た、日清キョーリン製薬（株）におきましては希少疾
病である潰瘍性大腸炎・クローン病治療薬「ペン
タサ錠」の出荷が引き続き高い伸びを示しました。
エンジニアリング事業につきましては、設備投

資全体が冷え込む環境下にはありますが、受注拡
大に努めた結果、売上げは前年を上回りました。
エヌビーシー（株）につきましても、海外売上げ

が好調に推移したことを受け前年を上回りました。

［通期の見通し］
医薬事業につきましては、健康に対する消費者
ニーズが高まる中、コエンザイムＱ10を活用した
健康食品を始めとした各種リブロンシリーズの
拡販に力を注ぎ収益の改善を図ります。また、日
清キョーリン製薬（株）におきましては「ペンタサ
錠」の更なる拡販を目指します。
エンジニアリング事業につきましては、前年を
上回る受注の確保に努めます。
エヌビーシー（株）につきましても、メッシュク

ロス、成型フィルターなど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。

■飼料事業

日清エンジニアリング（株）
「FOOMA JAPAN 2002」
に出展

日清ファルマ（株）
「ifia JAPAN 2002」
に出展



新製品のご紹介
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●マ・マー 和風パスタソース
いかと舞たけ だししょうゆ味

（日清フーズ（株）：パスタソース）
「あっさり」、「ヘルシー」、「低カロリー」の和風パスタソース
の需要が高いことに対応し、しょうゆをベースにした具だく
さんでボリュームがある和風パス
タソース「いかと舞たけだししょう
ゆ味」を新発売。1人前72kcalと低
カロリー。白しょうゆとだしで仕上
げた、さっぱりとした和風仕立ての
パスタソースです。また、同シリー
ズとして「鶏肉と舞たけ にんにく
しょうゆ味」も新発売。

（平成14年8月新発売）
●白身魚カップがおいしいお弁当用
卵と野菜のタルタルソース

（日清フーズ（株）：お弁当用冷凍惣菜）
カップ自体も食べられるという、これまでにないコンセプトが
非常に高く評価されている“お弁当用食べられるカップシリ
ーズ”の第三弾として、白身魚フライでできたカップが新登
場。タルタルソースをタップ
リと入れ､丸ごと食べられま
す。「つくねカップがおいしい
きんぴらごぼう」「ポテトカッ
プがおいしい野菜カレー」の
バリエーションメニューも同時
に追加発売しました。

（平成14年8月新発売）

●ラン コミュニケーション
やわらかささみ仕立て 半生タイプ

（日清ぺットフード（株）：犬用ペットフード）
愛犬の健康に配慮し歯の弱くなった高齢犬向けに、噛みや
すい半生タイプのドッグフードを新発売。国産の牛肉・鶏
肉・ささみを使用し、多量の生肉を練
り込む製法で作っているため、栄養豊
富で肉本来の食感を味わうことがで
きます。歯の弱った高齢犬でも噛み
やすい食感に仕上げたほか、グルコ
サミンやポリフェノールを配合し、嗜好
性だけでなく健康面にも配慮した商
品です。

（平成14年9月新発売）

●青の洞窟 ラザニア
（日清フーズ（株）：冷凍パスタ）
今春発売以来、好調な売行きを示している「青の洞窟」冷
凍パスタの新メニューとして、イタリアで大人気の「ラザニ
ア」を新発売。「Panna（イタリア語で生クリーム）」のおい
しさが生きたホワイトソース、イタリア産ラザニアシート、
牛肉やトマトなどの野菜を赤ワインでじっくりと煮込んだ
コクのあるボロネーゼソー
スを交互に重ね、パルミ
ジャーノレジャーノやチェ
ダーなどの4種のチーズを
マッチさせた、従来にない
本格的な味わいの「ラザニ
ア」です。

（平成14年8月新発売）

●キャラット レトルトパック まぐろ味
（日清ぺットフード（株）：猫用ペットフード）
「開封しやすく、捨てやすい」という特長を持つレトルト
パックのキャットフードを新発売。レトル
トパウチは缶に比べ殺菌工程が短時間
のため、より素材本来の風味が味わえ
るほか、ゼリー仕立てで、中身を簡単に
出せるように工夫をしています。また、オ
リゴ糖を配合し、健康面にも配慮した商
品です。

（平成14年10月新発売）

●プロントスパゲティ1.5mm 300g
（日清フーズ（株）：ドライパスタ）
パッケージデザインを一新し、リニューアル新発売。「早ゆで
なのに、コシがある」「Ｖ字の切れ目が入っているのに、ゆで
上がると丸くなる」というプロントスパゲティ独自の商品特
長が明確に伝わるデザインに変更。1.5mmの太さのものが
わずか3分で通常どおり丸くゆで上がります。

（平成14年8月新発売）



連結決算の状況
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中間連結貸借対照表
（平成14年9月30日現在） 単位：百万円 単位：百万円

（資産の部）
流動資産 153,281 145,675 △ 7,606
固定資産 196,243 188,422 △ 7,820
資産合計 349,524 334,097 △ 15,427

（負債の部）
流動負債 63,598 61,112 △ 2,485
固定負債 51,367 41,034 △ 10,332
負債合計 114,965 102,147 △ 12,818

少数株主持分 12,935 13,220 284

（資本の部）
資本金 17,117 17,117 －
資本剰余金 9,446 9,446 －
利益剰余金 164,644 169,464 4,819
その他有価証券評価差額金 31,030 24,667 △ 6,362
為替換算調整勘定 △ 577 △ 678 △ 101
自己株式 △ 38 △ 1,287 △ 1,248
資本合計 221,623 218,729 △ 2,893
負債、少数株主持分及び資本合計 349,524 334,097 △ 15,427

中間連結損益計算書
（平成14年4月1日から平成14年9月30日まで）

科　　　目 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 比　較
(13年9月30日) (14年9月30日) （△は減）

売上高 196,909 201,768 4,858
売上原価 137,705 142,570 4,865
売上総利益 59,203 59,197 △ 6

販売費及び一般管理費 52,547 51,173 △ 1,373
営業利益 6,656 8,024 1,367

営業外収益 1,595 1,669 74
営業外費用 637 653 15
経常利益 7,613 9,040 1,426

特別利益 3,043 901 △ 2,142
特別損失 2,186 339 △ 1,847

税金等調整前中間純利益 8,471 9,602 1,131
法人税、住民税及び事業税 3,510 4,012 502
少数株主利益 369 348 △ 20
中間純利益 4,591 5,241 649

単位：百万円

中間連結剰余金計算書
（平成14年4月1日から平成14年9月30日まで）

（資本剰余金の部）
資本剰余金期首残高 9,446 9,446 －
資本剰余金中間期末残高 9,446 9,446 －

（利益剰余金の部）
利益剰余金期首残高 160,592 165,265 4,672
利益剰余金増加高 5,107 5,241 134
利益剰余金減少高 1,055 1,042 △ 13
利益剰余金中間期末残高 164,644 169,464 4,819

単位：百万円

中間連結キャッシュ・フロー計算書
（平成14年4月1日から平成14年9月30日まで）

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,266 4,979 3,712
投資活動によるキャッシュ・フロー 9,303 △ 1,857 △ 11,161
財務活動によるキャッシュ・フロー 167 △ 3,064 △ 3,231
現金及び現金同等物に係る換算差額 179 42 △ 136
現金及び現金同等物の増減額 10,916 100 △ 10,816
現金及び現金同等物の期首残高 17,763 50,066 32,303
新規連結に伴う現金

及び現金同等物の増加額 412 － △ 412

現金及び現金同等物の中間期末残高 29,092 50,167 21,074

（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. 商法改正に伴う中間連結財務諸表規則の改正により、当中間連結会
計期間から資本の部の表示が変更されております。これに伴い、前
中間連結会計期間も組み替えて表示しております。

（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、559億76百万円で、前中間期
末より16億93百万円減少しております。

（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）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. 商法改正に伴う中間連結財務諸表規則の改正により、当中間連結会
計期間から連結剰余金計算書の表示が変更されております。これに
伴い、前中間連結会計期間も組み替えて表示しております。

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 比　較
科　　　目 （13年4月1日～ （14年4月1日～

13年9月30日） 14年9月30日) （△は減）

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 比　較
科　　　目 （13年4月1日～ （14年4月1日～

13年9月30日） 14年9月30日) （△は減）

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 比　較
科　　　目 （13年4月1日～ （14年4月1日～

13年9月30日） 14年9月30日) （△は減）



連結業績見通し
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平成14年3月期 平成15年3月期 前年差 前年比
実績 見通し

売上高（百万円） 397,173 405,000 ＋ 7,827 2.0％

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 10,600 ＋ 1,266 13.6％

［平成15年3月期連結業績見通し］

［過去5年間の売上高、経常利益、当期純利益の推移］

（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。

■経常利益　■当期純利益（百万円）
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単独決算の状況

（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。

中間貸借対照表
（平成14年9月30日現在） 単位：百万円

（資産の部）
流動資産 40,185 41,457 1,271
固定資産 190,544 180,213 △ 10,331
資産合計 230,730 221,670 △ 9,059

（負債の部）
流動負債 10,561 19,178 8,617
固定負債 27,805 17,786 △ 10,019
負債合計 38,367 36,965 △ 1,402

（資本の部）
資本金 17,117 17,117 －
資本剰余金 9,446 9,446 －
利益剰余金 139,426 138,822 △ 604
株式等評価差額金 26,371 20,558 △ 5,812
自己株式 － △ 1,240 △ 1,240
資本合計 192,363 184,705 △ 7,657
負債及び資本合計 230,730 221,670 △ 9,059

単位：百万円

中間損益計算書
（平成14年4月1日から平成14年9月30日まで）

科　　　目 前年中間期 当中間期 比　較
(13年9月30日) (14年9月30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. 商法改正により、当中間期から資本の部の表示が変更されておりま
す。これに伴い、前年中間期も組み替えて表示しております。

前年中間期 当中間期 比　較
科　　　目 （13年4月1日～ （14年4月1日～

13年9月30日） 14年9月30日) （△は減）

営業収益 80,633 9,665 △ 70,968
売上高 77,864 － △ 77,864
営業収益 2,769 9,665 6,895

営業費用 78,654 5,750 △ 72,904
売上原価 56,608 － △ 56,608
販売費及び一般管理費 18,783 － △ 18,783
営業費用 3,263 5,750 2,487
営業利益 1,978 3,915 1,936

営業外収益 1,386 763 △ 623
営業外費用 266 77 △ 188
経常利益 3,099 4,600 1,501

特別利益 2,943 525 △ 2,417
特別損失 1,459 － △ 1,459
税引前中間利益 4,583 5,126 543
法人税、住民税及び事業税 1,752 344 △ 1,408
中間利益 2,830 4,782 1,951
前期繰越利益 20,111 19,815 △ 295
中間未処分利益 22,942 24,598 1,656

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。このため前年の
業績には、分社した事業の平成13年4月～6月の業績が含まれております。



株式の状況（平成14年9月30日現在）
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■会社が発行する株式の総数
467,068,000株

■発行済株式の総数
238,610,044株

■株主数
14,457名（前期末比725名減）

■大株主（上位10名）

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
株式会社みずほコーポレート銀行 11,929 4.9
モルガン信託銀行株式会社（非課税口） 7,769 3.2
株式会社三井住友銀行 7,431 3.1
株式会社みずほ銀行 7,063 2.9
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 6,348 2.6
三菱商事株式会社 6,347 2.6
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 6,289 2.6
UFJ信託銀行株式会社（信託勘定A口） 5,571 2.3

■株式分布状況

所有者別 所有株数別

その他法人（ 375名）46,832千株（19.6%）
個人・その他（13,693名）38,505千株（16.1%）
外国人 （ 223名）23,566千株（ 9.9%）
証券会社 （ 30名） 987千株（ 0.4%）

金融機関（136名）
128,717千株（54.0％）

100万株以上（47名）
157,795千株（66.1％）

10万株以上（ 123名） 35,551千株（14.9%）
1万株以上 （ 982名） 21,210千株（ 8.9%）
1,000株以上（9,534名） 23,179千株（ 9.7%）
1,000株未満（3,771名） 872千株（ 0.4%）
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■株価の推移
円



東京都千代田区神田錦町一丁目25番地
URL http://www.nisshin.com

■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9月30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
取 締 役
監査役（常勤）
監査役（常勤）
監査役（常勤）
監 査 役

正 田 　 修

新 倉 英

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

■従業員数 271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。

（ ）


