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第159期　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15年3月31日まで
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今後の見通しにつきましては、日本経済が
デフレ脱却の道を模索しつつも混迷の状況
が続くものと懸念され、企業を取り巻く環境
はますます厳しさを増すものと思われます。
当社関連の業界におきましても、食の安

心・安全に対する社会的関心がかつてない
ほど高まる中、品質保証体制の強化・充実や
企業倫理の確立などが社会的要請として強
く求められております。
当社グループにおきましては、食品安全と

環境保全に関する課題をグループ全体で取
り組むべき重要課題とし、トレーサビリティー
を確保しつつ品質管理体制を一層強化する
とともに、廃棄物の削減やCO2排出量の削減
等環境保全活動を推進してまいります。
上記課題への取組みに加えコンプライア
ンスの徹底にも注力し、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
の皆様を始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15年6月

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159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、デフレ圧力
に伴い長期化する消費の低迷に加えて、設
備投資の落ち込みや雇用・所得環境の悪化、
さらには株価下落に伴う金融不安の再燃な
ど企業を取り巻く環境は引き続き厳しいも
のがありました。
当社関連の業界におきましても、グローバ
ル化の進展に伴い販売競争がますます激し
さを増してきております。このような経営環
境の中で、当社グループはマーケットのニー
ズに応えた新製品開発と積極的な販売促進
施策を推進するとともに、グループを挙げ
て徹底したコスト削減を実施しました結果、
連結業績につきましては、売上高は4,023億
13百万円（前期比1.3％増）、営業利益は177
億6百万円（前期比13.6％増）、経常利益は
199億37百万円（前期比14.1％増）、当期純
利益は105億75百万円（前期比13.3％増）
と増収増益となりました。
なお、当期におきましては、株主の皆様への
一層の利益還元としまして1株当たり1円の増
配を行い、当期配当を1株当たり5円とし、中
間配当1株当たり4円と合わせて合計9円の
年間配当を実施させていただきました。
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社長インタビュー

今回は、第159期の事業環境及び業績の概要に加え、昨年4月にスタートした中期経営計画
のポイントとその達成に向けた取り組みなどについて、正田社長にインタビューしました。

昨年4月からスタートしました3ヵ年の中期経営計画

についてその内容をお聞かせ下さい。

中期経営計画は4つの戦略で構成されています。第1戦

略が「トータルローコスト」です。各事業の収益向上の

裏付けとなる基本施策であります。第2戦略は「次世代新製品・新ビジネ

スモデルの構築」です。既存事業にプラスする次世代新製品・新ビジネ

スモデルへグループ全体で取り組んでおります。従来型のモデルチェン

ジでない、本当の意味での次世代製品を生み出していくことがメーカー

としての使命であると考えております。第3戦略は「事業ポートフォリオの

見直し」です。グループ全体、事業会社ごとに必要領域の確認と洗い

出しを行い、経営資源の適正配分を実行していきます。この方向性に

基づく施策を推進することにより、

中長期的なグループの更なる発展

を目指していきます。第4戦略は

「人事・財務・国際化・環境・IT・

食品安全」の各施策における21世

紀モデルの確立であります。

中期経営計画のスタートと第159期業績について

QA

中 期 経 営 計 画�
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事業ポートフォリオ�
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国際化・環境・�

IT・食品安全�

第1戦略�

トータル�
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中期経営計画戦略
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中期経営計画の初年度である第159期（平成15年

3月期）の業績の概要についてお話し下さい。

当社グループの第159期業績

は、即効性のあるトータルロー

コストで大きな成果が得られ、中期経営計画の

目標を上回る収益を上げることができました。

これはグループ全体が組織的に、真剣に取り

組んだ成果であり、単なるデフレ対策として以

上に、社員の意識にも大きな影響・変革をもた

らしたものと評価しています。新製品開発につ

いては、各事業において「健康」を切り口にし

た新製品を発売するなど、その成果が表れて

きております。事業ポートフォリオの見直しにつ

いても、第159期より検討を開始し、平成15年4

月よりオリエンタル酵母工業株式会社の連結子会社化の実施、平成15

年10月より飼料事業の丸紅飼料株式会社との経営統合の決定を行っ

ております。こうした取り組みの結果、グループ内の組み替えや、グルー

プ外との取り組みなどダイナミックに動き始めております。

成果�
実現�

◆ 改善テーマの洗い出し�
◆ 時系列の改善目標額の設定�
◆ 実施責任者・担当者決定�

仕組み（設備投資・�
システム投資など）�
でのサポート�

販 売生
産

購
買

在庫
物
流

管
理

計画�

トータル�
ローコスト�

QA 全社的なトータルローコストの
取り組み
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社長インタビュー

中期経営計画達成に向けての今後の戦略・方向性について

国際化への取り組みについての考え方を教えて下さい。

昨年青島にプレミックス工場を立上げ、当社グループとし

て中国進出を果たしました。また平成16年秋稼働を目

指して海外子会社のロジャーズ・フーズ株式会社（カナダ）

の新しい製粉工場をバンクーバー近郊に建設し、北米の製粉能力を倍増

する決定も行っております。環太平洋を中心とする供給拠点づくりが着々

と出来上がりつつありますが、今後はこれらの拠点を有機的に結びつけ、

点から線、線から面への拡がりを実現していきます。

国際化対応はまた、海外投資以上に当社グ

ループの「内なる国際化」を進める意味もあり

ます。当社グループの事業の中心が国内で

あるために、まだまだ日本の物差しだけで考

えているきらいがありますが、世界をみて国内

を考えることによって、組織としての情報と視野

を広げていくことができると考えております。

グループの人事施策の基本的な方向性について

お話し下さい。

全ての組織は、優秀・有能な管理者が必要であり、その

育成に取り組んできておりますが、それと同時にこれか

QA

QA
取締役社長　正田 修



6

日清製粉（株）
パン用小麦粉
「レジャンデール」

日清ファルマ（株）
健康食品

「コーキューリブロン」

日清フーズ（株）
パスタソース

「ピュアメイド」

第160期（平成16年3月期）の業績の見通しと

中期経営計画の達成に向けての展望を

お聞かせ下さい。

日本経済全体として、非常に厳しい水域にあるとの認

識が必要であります。さらに、今後もまだデフレによる価格低下は続くと

考えられます。こうした環境の下、トータルローコストについては当初の

プログラムの実行はもちろんですが、新たな切り口も追加し、気を許さ

ず計画を達成していきたいと考えております。同時に新製品開発につい

ても開発のスピードを上げ実績に結びつけていきます。こうした取り組み

によって収益の更なる向上を実現していきます。また、現状の事業ポー

トフォリオに安住せず、既に着手した領域を含めた経営資源の最適配

分を実施していきたいと考えております。

QA

「健康」をテーマに開発された商品ラインアップ

らの企業発展の考え方として「管理者」以上に「事業経営者」の育成が

重要であります。いかに優れた事業経営者を育てるかが、企業発展の

勝負所であります。平成13年の分社実施はその第１ステップとなりますが、

今後さらにこの視点での人材育成を進めていきます。
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特集：21世紀型最新鋭製粉ライン本格稼働…日清製粉 鶴見 工場Gミル！！

西暦2000年に創業100周年を迎えた日清製粉は、創業第2世紀にあたり加速するグローバル化に対
応するため、世界一優れた製粉会社を目指して新たな一歩を踏み出しました。長年培った製粉技術
の粋を駆使して建設した鶴見工場Gミルはその出発点です。Gミルは21世紀にふさわしい最新鋭の
製粉ラインとして先端技術を結集し、分社後の製粉事業会社として目指す「安全・安心」「環境」「健康」
の3つのコンセプトを具体化しました。
高品質の小麦粉をより効率的に生産し、多様化するお客様のニーズにきめ細かくお応えできます。顧
客重視の企業姿勢をベースに、ローコスト化を推進するとともに、品質管理体制もより一層強化して
まいります。

Gミルの特徴

● 1日当たり小麦挽砕能力は日本最大の500トン。これにより鶴見工場の総生産能力
は1日当たり2,150トン（1日の小麦粉消費量に換算すると1,700万人分）になり、単一工
場としては世界最大級に。

●製粉ミル初の全館空調・陽圧を採用。外部からの異物混入を極小化。
● 1階に品質管理センターを併設。生産ラインと連結した品質管理・商品開発体制を整備。
●電力使用の3分の1を占める小麦粉の空気輸送の効率改善を始め、最新技術を駆使
した省エネ対策を採用。

国内最大規模のロール機
Gミルには35台のビューラー社製最新鋭

ロール機があり、国内最大規模を誇ってい

ます。反対方向に回る一対のロールの間

に小麦を通して細かく砕き、シフターでふ

るいにかけた後に、再び表面が滑らかなス

ムースロールできめ細かく粉砕します。

鶴見工場全景 Gミル全景

シフター
ロール機で粉砕した小麦を

ふるいで胚乳部（小麦粉にな

る）とフスマ（皮の部分）に分

けます。

ピュリファイヤー
シフターでふるい分けきれな

い微細なフスマを振動ぶるい

と風力で取り除き、良質な胚

乳部だけを取り出します。

最新鋭の品質管理センター
Gミル本館1階には品質管理・商

品開発を一体化した品質管理セ

ンターがあり、最新鋭の検査機器

を取り揃え、安心・安全への取り

組みを支えています。

二次加工室
パン・麺など、小麦粉の二次加工食品

の試作実験室。食品に加工した場合

の味・香り・色・質感などを調べ、小麦

粉の適性を検査します。

圧倒的な収納力を誇る立体自動倉庫
業務用25kg袋を最大50万4,400袋収納することが

できる国内最大級の自動倉庫。Gミル建設と並行

して、従来比1.5倍に増設されました。搬出入はす

べてコンピューター制御です。
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トピックス

業界初、中国にプレミックス工場建設・稼働
平成14年12月、中国山東省青島市に業務用プ
レミックス工場が本格稼働しました。プレミック
ス業界では初の中国進出となります。新会社「青
島日清製粉食品有限公司」では現地に進出する
日系冷凍食品メーカーのニーズにきめ細かく対
応した高品質なプレミックス供給を通じて業容
の拡大を図ってまいります。今回の中国進出を契
機として当社グループの海外事業戦略は環太平
洋エリアへの広がりを視野に入れてビジネスチャ
ンスを拡大させてまいります。

青島日清製粉食品有限公司

日清飼料（株）、丸紅飼料（株）との経営統合決定
年々販売競争が激しくなる配合飼料業界において、日清飼料（株）と丸紅飼料（株）の経営を統合
することを決定いたしました。今後は畜産・水産飼料とも商系トップシェア企業としてマーケット
ニーズに合った新しい施策・企業文化を早急に構築するとともに両社の強みを最大限に生かし
て名実ともに配合飼料業界のリーディングカンパニーとして更なる発展を目指します。

株主優待制度のご案内

パワーリブロン

当社は、本年から、3月31日現在で1,000株以上ご所有の
株主の皆様を対象に、日頃の感謝の意を込め当社グループ
の製品を贈呈させていただきます。
今回は健康食品事業を展開する日清ファルマ（株）の栄養補
助食品「パワーリブロン」とさせていただきますので、是非
ご利用下さいますようお願い申し上げます。詳細は7月初旬
にお送りいたします「株主優待のご案内」をご覧下さい。
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FOODEX JAPAN 2003出展
グループ全体で健康志向をアピール
日清製粉グループは「健康で豊かな生活づくり
に貢献する」ことを企業理念として、製粉・食品
事業などグループ各社が「自立と連合」を目指
し、次世代型製品の開発やマーケティング活動
を積極的に展開しています。健康をキーワード
に従来とは全く異なる視点で開発した小麦粉を
始め、健康志向でしかも美味しい小麦全粒粉、
素材のうまみが活きているアセプティック製法
のパスタソース、今話題のコエンザイムQ10を
始めとした健康生活をサポートするリブロンブ
ランド製品など、日清製粉グループが志向する
健康価値をトータルで提案しています。

“健康”をキーワードにグループ全体で出展したFOODEX JAPAN2003出展風景
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当社とグループ各社との事業系統図 （平成15年3月31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25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。

従業員数（平成15年3月31日現在）
■製粉事業 1,340名
■食品事業 1,808名
■飼料事業 320名
■その他事業、全社（共通） 912名
■グループ本社 265名
合計 4,645名

日清製粉グループの概要

製
　
粉
　
事
　
業

◆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）

食
　
品
　
事
　
業

◆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）

飼
料
事
業

◆日清飼料株式会社
◆ 株式会社日清畜産センター

◆日清ペットフード株式会社

◆連結子会社 ◆持分法適用会社
注）各事業での中核会社は太字にしております。

◆ 日清アイエスエル株式会社

◆ 日清不動産株式会社

そ
　
の
　
他
　
事
　
業

◆エヌビーシー株式会社
◆ 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

◆オリエンタル酵母工業株式会社

◆ 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

◆日清ファルマ株式会社
◆ 日清キョーリン製薬株式会社

◆日清エンジニアリング株式会社

①医薬

②エンジニアリング

③その他

株式会社
日清製粉
グループ本社

次期におけるグループの事業体制の見直し

当社は各事業の競争力強化のために、グループ
内外との連合を進めており、次の大きな2つの事
業ポートフォリオの見直しを実施いたします。

①オリエンタル酵母工業株式会社の連結子会
社化（平成15年4月）

同社は酵母を事業の原点として酵母技術をベース

とした事業展開をしており、トップシェアを誇るイー

スト等の食品事業に加え、遺伝子組換え技術を駆

使した生化学・免疫製品、ポストゲノムの時代を迎

えて需要の高まる遺伝子機能解析を始めとした各

種バイオ研究支援事業などのバイオ事業を積極的

に展開、さらに、食品とバイオにまたがる酵母機能

利用事業の推進など存在感あふれる事業運営を推

進しています。

連結子会社化により当社グループの製粉、食品、医

薬等における関連事業との更なる緊密な連携が可

能となり、大きなシナジー効果が期待されます。

②日清飼料株式会社の丸紅飼料株式会社と
の経営統合（平成15年10月）

配合飼料事業の競争力強化と更なる発展を目指し

て、日清飼料株式会社の丸紅飼料株式会社との経

営統合を実施することを決定しました。両社の統

合により、売上高1,000億円を超える畜産用飼料・

養魚用飼料ともに商系トップシェア企業が誕生し

ます。新会社は両社の持つ経営資源を最大限、効

率的に活用し、コスト面、販売面、品質管理体制な

どあらゆる面での競争優位の確立を目指します。
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営業の概況

製粉事業
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〈当期の概況〉
小麦粉の出荷につきましては、小麦粉全体の需要が低迷する中にあ
って拡販に努力した結果、出荷は前年を上回りました。昨年10月には
鶴見工場において21世紀にふさわしい最新鋭大型ミルが本格稼働し、
高品質な小麦粉をより効率的に生産し、多様化するお客様のニーズに
きめ細かくお応えするとともに生産面でのローコストオペレーション
をより強力に推進できる体制が整いました。また11月には小麦粉が持
つ「健康」面に照準を合わせた業務用小麦粉新製品「レジャンデール」
「麺ノ鄙歌」を発売し、小麦粉の市場創造・拡大に注力しております。さ
らに、リレーションシップ・マーケティングの推進を図るため開設いた
しました「創・食Club」は、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会員
顧客数も順調に増加し、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、国内における飼料向け需要が

旺盛であったことや競合品の輸入量が減少したこともあり、販売数量・
価格とも堅調に推移しました。

〈次期の見通し〉
国内における小麦粉消費の頭打ちや小麦粉調製品の輸入増により

競争は一層激化するものと懸念されますが、双方向のコミュニケーシ
ョンシステム「創・食Club」を活用する等きめ細かいソリューション型
の営業を推進し、お客様との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、小麦粉の本来持つ「健康」面に照準を合わせた新
製品の拡販を通じて新たな小麦粉市場の拡大を図ってまいります。
加えて、本格稼働いたしました鶴見工場の新ラインは最新鋭の設備を
有する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強力に推進していくほ
か、物流・購買・販売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。
さらに、子会社ロジャーズ・フーズ社（カナダ）において新製粉工場建設を決定し、アメリカ市場への
参入も視野に入れた事業戦略を展開してまいります。
また、現在進められておりますＷＴＯ農業交渉の決着内容によっては小麦関連業界に大きな影響の
及ぶことが想定されますが、上記の対応に加え、従来以上にスピードを上げて構造改善に取り組む等
国際競争に耐えうる強固な企業体質を構築してまいります。

MOBAC（国際製パン製菓関連産業会）
出展

ベーカリーパワーアップ講習会
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〈当期の概況〉
デフレに伴う価格低下と販売競争激化の影響で市場環境は極めて

厳しい状況下にありましたが、構造改善に基づく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、家庭用におきましてはパスタ・パスタソース、お
好み焼粉、冷凍食品などの出荷がいずれも前年を上回りました。また、
業務用におきましてもパスタや天ぷら粉の出荷が好調に推移いたしま
した。さらにイタリアの高級パスタ「ディ・チェコ」につきましても順調
に出荷が伸張いたしました。
今年2月には、ますます高まる消費者の健康志向を意識して開発し

た食物繊維や鉄分が豊富な家庭用小麦粉「小麦全粒粉」や簡便志向に
対応した早茹でタイプのパスタ「プロントミニ」を発売いたしました。さらに、需要が堅調に伸びてい
る和風パスタソースのラインアップを強化するとともに、高級パスタ・パスタソース「青の洞窟」ブラ
ンドにおいてもショートパスタメニューの品揃えを充実させるなど新製品30品目、リニューアル品12
品目を投入いたしました。冷凍食品につきましても、冷凍パスタやお弁当用シリーズ各種アイテムを
拡充したほか、「青の洞窟」ブランドでもラインアップを図るなど新製品12品目、リニューアル品8品目
を発売いたしました。また、昨年末には日系冷凍食品メーカーの進出がめざましい中国にプレミック
ス工場を建設・稼働いたしました。

〈次期の見通し〉
長期にわたるデフレの影響により、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、安心・安全・健康に対する消費者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

の強力な推進に加え、前述のオリエンタル酵母工業（株）の子
会社化による事業領域の深化・拡大を図ってまいります。さら
に、市場拡大が続く中食分野につきましては、和惣菜のトップ
メーカーである（株）三幸をコアとして消費者ニーズにマッチ
した製品開発や新ブランドの投入により積極的な市場獲得を
目指します。また、品質管理を更に充実・強化させ、消費者か
ら信頼され安心していただける品質保証体制をとるとともに、
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行
し収益の確保を図ります。

食品事業
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スーパーマーケットトレードショー出展
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〈当期の概況〉
畜産用飼料につきましては、販売競争が激化する中にあって、徹底

したコスト削減施策と積極的な拡販施策を推進した結果、出荷は前年
を上回り、収益も大幅に改善されました。一方、養魚用飼料につきま
しては、着実な営業活動を推進いたしましたが、魚価の低迷が長引く
など全体需要が減少する中で出荷は前年を下回りました。
従来、ハーブを配合した飼料を開発し、ハーブを含む飼料を与えて
肉質を改善した差別化畜産物の開発・販売事業を展開しており、これ
らハーブ飼料関連事業の統一ブランド「ハーブ村」を立ち上げ事業戦
略を強化しております。
また、丸紅飼料（株）との経営統合につきまして、合意に向けた協議

を行いました。
ペットフード事業につきましては、商品ラインアップを強化して基幹商品、高付加価値商品の拡販を

図った結果、出荷は前年を上回りました。

〈次期の見通し〉
配合飼料事業につきましては、ハーブ技術をコアとした研究開発力を更に強化育成して拡販に努め
るとともに、生産から販売に至るすべての領域においてローコストオペレーションの徹底を図り収益
確保に努めます。また、丸紅飼料（株）との経営統合によりリーディングカンパニーとして更なる発展を
目指してまいります。
ペットフード事業につきましては、市場にマッチした新商品を積極的に投入するとともに、徹底したコス
ト削減により収益基盤の強化を図ります。

営業の概況

飼料事業
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「ハーブ村」ブランド
立ち上げイベント
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〈当期の概況〉
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に、今回新たに水溶性タイプを投入
したこともあり、出荷は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、受注拡大に努めましたが設

備投資全体が冷え込む厳しい環境下にあって売上げは前年を下回り
ました。
エヌビーシー（株）につきましては、引き続き海外が好調に推移した

ことを受け、売上げは前年を上回りました。

〈次期の見通し〉
医薬事業につきましては、健康に対する消費者の関心が高まる中、新しい健康食品素材として注目
されているコエンザイムQ10で水溶性タイプが開発されたことを受け、今後サプリメント以外にも飲
料や美白クリームなど多種多様な製品に使用されることが可能となり、市場の拡大が期待されます。
コエンザイムQ10関連の健康食品を始め各種リブロンシリーズの拡販に力を注ぎます。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るとともに、機器販売・粉体加

工分野での売上げの伸張を目指します。
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。
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連結財務ハイライト

平成11年3月 平成12年3月 平成13年3月 平成14年3月 平成15年3月
第155期 第156期 第157期 第158期 第159期 対前年 増減率

経営成績
売上高（百万円） 364,301 402,881 402,937 397,173 402,313 ＋ 5,139 ＋ 1.3%
営業利益（百万円） 13,808 19,014 18,504 15,593 17,706 ＋ 2,113 ＋ 13.6%
経常利益（百万円） 15,923 20,351 19,652 17,467 19,937 ＋ 2,469 ＋ 14.1%
当期純利益（百万円） 7,327 10,822 11,136 9,334 10,575 ＋ 1,240 ＋ 13.3%
利益率
売上高営業利益率 3.8% 4.7% 4.6% 3.9% 4.4% ＋ 0.5% －
売上高経常利益率 4.4% 5.1% 4.9% 4.4% 5.0% ＋ 0.6% －
売上高当期純利益率 2.0% 2.7% 2.8% 2.4% 2.6% ＋ 0.2% －
株主資本当期純利益率（ROE） 4.5% 6.0% 6.0% 4.2% 5.0% ＋ 0.8% －
財務状況
総資産（百万円） 268,798 291,524 294,474 340,637 316,330 △ 24,307 △ 7.1%
株主資本（百万円） 165,988 184,558 186,138 215,354 211,197 △ 4,156 △ 1.9%
株主資本比率 61.8% 63.3% 63.2% 63.2% 66.8% ＋ 3.6% －
1株当たり指標
当期純利益（円） 29.13 43.10 45.07 38.40 44.29 ＋ 5.89 －
株主資本（円） 659.90 738.45 762.84 904.15 904.80 ＋ 0.65 －
配当金（円） 6 10 8 8 9 ＋ 1 －

［連結財務ハイライト（平成11年3月期～平成15年3月期）］

平成15年3月実績 平成16年3月見通し 前年差 前年比

売上高（百万円） 402,313 443,000 ＋ 40,687 ＋ 10.1%

経常利益（百万円） 19,937 22,200 ＋ 2,263 ＋ 11.4%

当期純利益（百万円） 10,575 11,200 ＋ 625 ＋ 5.9%

［平成16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。

連結業績見通し

（注）当連結会計年度から「1株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準委員会 企業会計基準第2号）及び「1株当たり当期純利益
に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第4号）を適用しております。この適用による影響は軽微で
あります。
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■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15年3月31日現在） 単位：百万円 単位：百万円

（資産の部）
流動資産 153,577 146,843 △ 6,733
固定資産 187,060 169,486 △ 17,573
資産合計 340,637 316,330 △ 24,307

（負債の部）
流動負債 70,764 58,680 △ 12,084
固定負債 41,411 33,071 △ 8,340
負債合計 112,176 91,751 △ 20,424

（少数株主持分）
少数株主持分 13,106 13,380 273

（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 165,265 172,189 6,924
その他有価証券評価差額金 24,035 14,795 △ 9,240
為替換算調整勘定 △ 382 △ 687 △ 304
自己株式 △ 127 △ 1,663 △ 1,536
資本合計 215,354 211,197 △ 4,156
負債、少数株主持分及び資本合計 340,637 316,330 △ 24,307

連結損益計算書
（平成14年4月1日から平成15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
(14年3月31日) (15年3月31日) （△は減）

売上高 397,173 402,313 5,139
売上原価 278,418 282,974 4,555
売上総利益 118,755 119,339 583

販売費及び一般管理費 103,162 101,632 △ 1,529
営業利益 15,593 17,706 2,113

営業外収益 3,003 3,302 298
営業外費用 1,129 1,071 △ 57
経常利益 17,467 19,937 2,469

特別利益 4,742 4,004 △ 738
特別損失 4,732 4,270 △ 461

税金等調整前当期純利益 17,477 19,671 2,193
法人税、住民税及び事業税 7,891 10,100 2,209
法人税等調整額 △ 561 △ 1,836 △ 1,275
少数株主利益 813 831 18
当期純利益 9,334 10,575 1,240

単位：百万円

連結剰余金計算書
（平成14年4月1日から平成15年3月31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 10,634 11,437 803
利益剰余金減少高 5,961 4,513 △ 1,448
利益剰余金期末残高 165,265 172,189 6,924

単位：百万円

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15年3月31日まで）

営業活動によるキャッシュ・フロー 13,068 11,050 △ 2,017
投資活動によるキャッシュ・フロー 23,110 △ 1,312 △ 24,423
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 4,772 △ 10,890 △ 6,117
現金及び現金同等物に係る換算差額 74 △ 124 △ 199
現金及び現金同等物の増減額 31,480 △ 1,277 △ 32,758
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 822 － △ 822

現金及び現金同等物の期末残高 50,066 48,789 △ 1,277

（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. 商法改正に伴う連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度か
ら資本の部の表示が変更されております。これに伴い、前連結会計
年度も組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、519億85百万円で、前連結会
計年度末より69億35百万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. 商法改正に伴う連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度か
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
連結会計年度も組替え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 （13年4月1日～ （14年4月1日～

14年3月31日） 15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 （13年4月1日～ （14年4月1日～

14年3月31日） 15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 （13年4月1日～ （14年4月1日～

14年3月31日） 15年3月31日) （△は減）
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単独決算の状況 前期に比べ営業収益が大幅に減少し、営業利益、経常利益、当期利益がそれぞれ増加して
いるのは、主に当社が平成13年7月に全事業を分社し、持株会社となった影響によるものです。

（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。

貸借対照表
（平成15年3月31日現在） 単位：百万円

（資産の部）
流動資産 45,657 40,898 △ 4,759
固定資産 174,468 159,026 △ 15,442
資産合計 220,126 199,925 △ 20,201

（負債の部）
流動負債 21,382 16,440 △ 4,942
固定負債 17,487 10,628 △ 6,859
負債合計 38,870 27,068 △ 11,802

（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 135,029 136,046 1,016
株式等評価差額金 19,754 11,862 △ 7,891
自己株式 △ 91 △ 1,616 △ 1,524
資本合計 181,256 172,856 △ 8,399
負債及び資本合計 220,126 199,925 △ 20,201

単位：百万円

損益計算書
（平成14年4月1日から平成15年3月31日まで）

科　　　目 前期 当期 比　較
(14年3月31日) (15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. 商法改正により、当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、前期も組替えて表示しております。

前期 当期 比　較
科　　　目 （13年4月1日～ （14年4月1日～

14年3月31日） 15年3月31日) （△は減）

営業収益 86,185 15,030 △ 71,154
売上高 77,864 － △ 77,864
営業収益 8,321 15,030 6,709

営業費用 84,467 11,803 △ 72,663
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 9,075 11,803 2,728
営業利益 1,718 3,227 1,509

営業外収益 1,758 1,461 △ 297
営業外費用 396 185 △ 211
経常利益 3,080 4,503 1,423

特別利益 4,608 3,123 △ 1,484
特別損失 2,287 1,495 △ 792
税引前当期利益 5,401 6,131 730
法人税、住民税及び事業税 1,110 1,270 160
法人税等調整額 952 △ 610 △ 1,562
当期利益 3,338 5,472 2,133
前期繰越利益 20,111 19,815 △ 295
自己株式消却額 3,928 2,517 △ 1,410
中間配当額 977 948 △ 28
当期未処分利益 18,544 21,821 3,277

摘　　　要 前期 当期 比較
（14年3月） （15年3月） （△は減）

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14年12月10日に948百万円（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

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
後期繰越利益

18,544 21,821 3,277
78 77 △ 1

1,754 29 △ 1,724
488 － △ 488

20,866 21,929 1,063

953 1,168 214
（1株につき4円） （1株につき5円）

35 40 5
4 197 193
57 1 △ 56

19,815 20,522 706
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新製品のご紹介

●日清小麦全粒粉（パン用、お菓子・料理用）
（日清フーズ（株）：家庭用小麦粉）
栄養素が豊富な小麦の外皮を丸ごと挽いていますので、通
常の小麦粉に比べて食物繊維や鉄分の含有量が多い家庭
用小麦粉です。また、表皮の部分を細かくしてあり、より美味
しく食べやすくしまし
た。パン作りに適した
強力粉タイプ、お菓子
や様々な料理メニュー
をお楽しみいただける
薄力粉タイプの2種類
を揃えました。

（平成15年2月新発売）

●ビューティバランス
（日清ファルマ（株）：栄養補助食品）
ビューティバランスは昼と夜に飲む美容のための栄養補助
食品です。デイサプリ（1袋4粒入り）は今注目の補酵素コエ
ンザイムQ10のカプセルとビタミンC、ビタミンE、β―カロチ
ンのカプセルがそれぞれ1
粒ずつ入っています。ナイト
サプリ（1袋6粒入り）には最
近話題となっているハーブの
バレリアンから抽出したエキ
スのカプセル2粒と、コラー
ゲンとコンドロイチンのタブ
レットが4粒入っています。

（平成15年3月新発売）

●ラン・ミールミックス 7歳からの高齢犬用
●キャラットミックス 高齢猫をサポート
（日清ペットフード（株）：犬用・猫用ペットフード）
高齢犬及び高齢猫の健康
維持に役立つビタミンB
群を強化配合し、ミルク
カルシウムや最近話題の
ビール酵母、さらにビタミ
ン・ミネラルなどの栄養
素をバランスよく配合し
た犬用・猫用ペットフード
です。

（平成15年3月新発売）

●マ・マー 香ばしさと旨み広がる
ベーコンとエリンギのペペロンチーニ

（日清フーズ（株）：冷凍ワンディシュパスタ）
人気のワンディシュパスタにガーリックの芳醇な香りのペ
ペロンチーニが新登場。エクストラバージンオイルに、赤唐
辛子のピリッとした辛味を加え、ベーコンのコクと隠し味の
アンチョビの旨み、エリンギ
のしゃきしゃき感を加え、本
格的なペペロンチーニの味
に仕立てました。内袋ごと
レンジで加熱するだけで出
来上がります。

（平成15年2月新発売）

●青の洞窟 ショートパスタがおいしい
アラビアータ

●青の洞窟 ペンネリガーテ
（日清フーズ（株）：家庭用パスタソース、ショートパスタ）
本場イタリアでは、ショートパスタにパスタソースを絡めて
食べるのが一般的です。高級パスタ・パスタソースブラン
ド「青の洞窟」から
ショートパスタの食べ
方を提案するために、
専用のパスタソース
とショートパスタを発
売しました。
（平成15年2月新発売）

●マ・マー 和風パスタソース たらこ生風味
（日清フーズ（株）：家庭用パスタソース）
パスタソースは味別では和風タイプが、形態別ではペース
トタイプの需要が伸びています。マ・マー和風パスタソース
は茹でたてスパゲティにあえるだけ
で手軽に本格的な美味しい和風パ
スタが味わえます。たらこ生風味、か
らし明太子生風味・たらこクリーム生
風味などをはじめ豊富に製品ライン
アップを取り揃えています。

（平成15年2月新発売）
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株式の状況（平成15年3月31日現在）

■会社が発行する株式の総数
464,072,000株（前期末比2,996,000株減）＊

■発行済株式の総数
235,614,044株（前期末比2,996,000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
13,994名（前期末比1,188名減）

■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（ 373名）46,464千株（19.7%）
個人・その他（13,234名）37,915千株（16.1%）
外国人 （ 219名）20,938千株（ 8.9%）
証券会社 （ 28名） 984千株（ 0.4%）

金融機関（140名）
129.310千株（54.9％）

100万株以上（44名）
153,042千株（65.0％）

10万株以上（ 119名）38,133千株（16.2%）
1万株以上 （ 970名）21,132千株（ 9.0%）
1,000株以上（ 9,227名）22,471千株（ 9.5%）
1,000株未満（ 3,634名） 834千株（ 0.3%）

株主名 持株数（千株） 議決権比率（％）
日本生命保険相互会社 13,799 6.0
山崎製パン株式会社 12,764 5.5
株式会社みずほコーポレート銀行 11,489 4.9
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 11,388 4.9
（信託口）
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 8,905 3.8
（信託口）
株式会社三井住友銀行 6,431 2.7
三菱商事株式会社 6,347 2.7
モルガン信託銀行株式会社（非課税口） 5,692 2.4
株式会社みずほ銀行 5,276 2.2
UFJ信託銀行株式会社（信託勘定A口） 4,808 2.0
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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15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、

メッシュクロス、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　� 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 265名

■事業所

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）

1. 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又はホームページ（http://www.chuomitsui.

co.jp/person/p_06.html）で24時間受付しております。

2. 株券を喪失された場合は、従来の公示催告による除権判決に替わり、

「株券失効制度」による株券の再発行がなされることとなりました。手

続の詳細につきましては名義書換代理人宛ご照会下さい。

3. 当社は「単元未満株式の買増制度」を導入いたしましたので、単元未

満株式（1,000株未満の株式）をご所有の株主様は、その単元未満株

式と併せて1単元（1,000株）となる数の株式の買増しを請求すること

ができることとなりました。制度の内容及び手続の詳細につきまして

は名義書換代理人（保管振替制度ご利用の場合はお取引の証券会社）

にご照会下さい。




