
第160期　中間事業報告書

株主のみなさまへ
平成15年4月1日から平成15年9月30日まで

健康と信頼をお届けする
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りますが、デフレ傾向に伴う販売価格の低下
及び消費の低迷など企業を取り巻く経営環境
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、消費者の

食に対する安心・安全の確保や法令遵守など、
企業としての社会的責任の確立や信頼の構築
が強く求められております。
当社グループは、本年7月に「健康と信頼を
お届けする」をコーポレートスローガンに決定
したことを受け、今後グループ各社は「健康」
をテーマとした商品やサービスの提供に努め
るとともに、法令遵守や企業倫理などのコン
プライアンス及び食品安全や環境保全等をグ
ループ全体の重要課題と位置付け、積極的な
取組みを推進してステークホルダーの皆様か
らの「信頼」を築き上げてまいります。
「世界一の製粉事業」、「成長する加工食品事
業」そして「将来性の期待できる健康・バイオ
事業」をコア事業として経営資源を投入すると
ともに、それ以外の事業も含めて勝ち組み事
業の連合体としてより一層の業容拡大を実施
し、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160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、一部の経

済指標に景気の底入れを示す兆候が見受けら
れる一方、デフレの継続や雇用・所得情勢の低
迷など企業を取り巻く環境は依然として厳し
いものがありました。当社関連の業界におき
ましても、長引く消費低迷に加え企業間の販売
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

は各事業における拡販努力を重ねるとともに
徹底したコスト削減に努めました。また、本年4
月には持分法適用会社でありましたオリエンタ
ル酵母工業（株）の株式を追加取得して連結子
会社化いたしました。以上の結果、売上高は
2,296億49百万円（前年同期比13.8%増）と前
年を上回り、利益面におきましても、経常利益
は108億48百万円（前年同期比20.0％増）、中
間純利益は52億70百万円（前年同期比0.6％
増）と増収増益を達成することができました。
株主の皆様への一層の利益還元として前期
末配当を1株当たり1円増配し年間配当を9円
といたしました結果、中間配当につきましては、
1株当たり4.5円とさせていただきました。ま
た、当社グループの製品を通じて、事業をより
一層ご理解いただけますよう、本年より株主優
待制度を導入いたしました。
今後の見通しにつきましては、設備投資が上
向くなど景気は一部緩やかに持ち直しつつあ

取締役社長



当社とグループ各社との事業系統図 （平成15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54社、関連
会社18社の体制となっています。そのうち当社と主要な会社の事業
系統図は次のとおりであります。

従業員数（平成15年9月30日現在）
■製粉事業 1,337名
■食品事業 3,012名
■飼料事業 304名
■その他事業等 599名
■グループ本社 255名
合計 5,507名

日清製粉グループの概要
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◆ 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）

◆ 株式会社日清畜産センター

◆連結子会社 ◆持分法適用会社

◆ 日清アイエスエル株式会社
◆ 日清不動産株式会社

◆ 日清製粉株式会社

◆ 日清飼料株式会社

◆ 日清ペットフード株式会社

製粉事業

飼料事業
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◆ 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
◆ メダリオン・フーズ・インク（アメリカ）

◆ フード・マスターズ株式会社（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）

◆ 中越パニー株式会社
◆ 株式会社サンオリコ
◆ 株式会社日本バイオリサーチセンター
◆ 北山ラベス株式会社
◆ 株式会社オリエンタルバイオサービス

◆ 株式会社オリエンタルバイオサービス関東
◆ 株式会社ケービーティーオリエンタル
◆ OYC International, Inc.（アメリカ）
◆ オリエンタルサービス株式会社

◆ 日清キョーリン製薬株式会社

◆ 日清サイロ株式会社
◆ 信和開発株式会社

◆ 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

◆ 株式会社NBC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）
◆ THAINAK INDUSTRIES CO., LTD.（タイ）

◆ 日清フーズ株式会社

◆ オリエンタル酵母工業株式会社

◆ 日清ファルマ株式会社

◆ 日清エンジニアリング株式会社

◆ NBC株式会社

食品事業

その他事業



生命と健康の明日をみつめる
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生命をはぐくむ「バイオテクノロジー」と明日を担う「健康」への取組み

健康と信頼をお届けする日清製粉グループ
今回の特集は、グループのバイオビジネスをリードするオリエンタル酵母工業（株）と、ビタミン合成・量 産化技術で培ったノウハウで健康食品ビジネスを手掛ける日清ファルマ（株）の取組みをご紹介します。

1929年の創業以来“酵母”の可能性にチャレンジし続けてきたオリエンタル酵母工業（株）は、現
在食品・飼料・バイオの3事業の中核に酵母事業を位置付け、“酵母”を原点とする“技術立社”を目指
して製パン用からバイオまで“酵母”が秘める無限の可能性を追求しております。
バイオ事業は、イースト等から抽出する有用物質やバイオテクノロジーによる有用蛋白質を診断

薬用原料や研究用試薬として市場に供給、また、酵母エキスなどのバイオニュートリショナル（培養基
材）の供給、ゲノム機能解析に有用な各種遺伝子改変動物の作出、医薬品・食品の安全性及び薬理薬
効試験などの受託業務を展開しております。“酵母・細胞・遺伝子”を核にバイオ研究のあらゆるニー
ズに応え、バイオ業界を支える力として、更なる発展を目指してまいります。

オリエンタル酵母工業（株）

バイオテクノロジーに関する
研究・開発・生産を担う中核
事業所

実験動物の飼育を受託し、遺
伝子改変動物を作出

薬理薬効試験・安全試験の
受託を実施

うさぎなど各種実験動物を生
産するほか、遺伝子発現や各
種細胞の培養を実施

長浜生物科学研究所 日本バイオリサーチセンター 北山ラベス LAセンター

春近センター

うさぎを
生産する
箕輪生産場

動物の飼育などに
用いる設備

長浜生物科学研究所（滋賀県長浜市）

北山ラべス（株）（長野県伊那市）

（株）日本バイオリサーチセンター
（岐阜県羽島市）

LAセンター（静岡県修善寺町）

蛋白質発酵生産用タンク

6

健康実感パートナー

日清製粉（株）が1913年に小麦・小麦粉の化学的研究をスタートして以来、長年にわたって蓄積さ
れた各種研究成果は現在の健康食品事業会社である日清ファルマ（株）の事業戦略にも着実に受け
継がれて発展しております。現在健康食品素材として注目を集めております補酵素“コエンザイムQ10”
については、その合成法（60年代）及び世界初の量産化（70年代）に成功しました。“コエンザイムQ10”
を始めとする有力素材をベースとした各種健康食品の提供に努め、お客様からの信頼を得てきまし
たが、今後も固有技術を有する研究開発型企業を目指した特徴ある健康食品メーカーとして確固た
る地位を築き上げてまいります。

日清ファルマ（株）

研究・開発（埼玉県入間郡） 上田工場（長野県上田市）

“リブロン”ブランドの各種健康食品

コエンザイムQ10

グルコデザイン
リブロン

麦茶タイプ

各室明確に
区分された
インナーゾーン

ゆきとどいた衛生管理
（手洗・エアシャワー）

健康食品
包装ライン

ビフィズスプラス

ビフィズス
リブロン

ビューティバランス

コロバランス

グルコデザイン
チキンコンソメスープ

コエンザイムQ10
パウダー

ルクヤン・コーキュードリンク

GMP（医薬品の製造管理及び品質管理規則）に高度に
適合した各種設備を備えた製剤棟



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、販売競争が一

層の激しさを増す中、お客様と新製品開発等の
取組みを深めるとともに拡販に努めた結果、前
年を上回りました。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、双方向コミュニケーション
システムとして内容を一層充実させ、営業体制を
強力にバックアップしております。
また、昨年10月に本格稼働した鶴見工場最新
鋭大型ミルは、高品質の小麦粉をより効率的に
生産しローコストオペレーションに寄与するとと
もに、多様化するニーズにきめ細かくお応えして
おります。なお、本年6月には品質保証部を設置
し、製品の安心・安全を更に推進する体制を整え
ました。
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
とも堅調に推移いたしました。

［通期の見通し］
国内における販売競争が一層激化する中で、

お客様との更なる緊密な関係の構築に向けての
新製品開発、販売促進提案、経営戦略策定など
の支援活動を積極的に展開し、リレーションシッ
プ・マーケティングの実践を通して競争力を強
化していきます。また、小麦粉の持つ「健康」面で
の新たな価値に照準を合わせた新製品の拡販を
通じて、小麦粉市場の拡大及び創造を図ってま
いります。
さらに、鶴見工場の新ラインを中心に生産面

でのローコストオペレーションを強力に推進し、
物流・購買・販売などすべての面において一層の
コスト削減に取り組み、収益の確保を図ってまい
ります。あわせて、製品の更なる安心・安全を目
指し「クリーン&セイフティーキャンペーン」を開
始し、従来にも増して流通段階を含めた品質管
理の強化を図ってまいります。

■製粉事業

業務用小麦粉販促講習会
「アメリカンベーキングセミナー」開催
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■食品事業

［当中間期の概況］
日清フーズ（株）につきましては、市場環境が依

然として厳しい状況下にありましたが、マーケット
ニーズに対応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、お好み焼粉、天ぷら粉、冷凍食品などの出荷
は堅調に推移いたしました。一方でその他の取扱
商品の見直しと商品マークの統廃合を実施したこ
ともあり、売上げは前年を若干下回りました。本年
7月～8月には、常温食品におきまして、「簡便本格、
健康、和風」をキーワードとして新製品22品目、リ
ニューアル品6品目を発売いたしました。冷凍食品
におきましては、簡便・高付加価値型の新製品10
品目、リニューアル品7品目を発売いたしました。
オリエンタル酵母工業（株）につきましては、積

極的な営業施策の推進、顧客ニーズを的確にとら
えた新製品の寄与に加え、バイオ研究支援各種受
託事業の順調な拡大により、食品部門・バイオ部
門とも好調に推移いたしました。
日清ファルマ（株）につきましては、主力製品であ
るコエンザイムQ10を国内の健康食品市場をター
ゲットに拡販した結果、素材・末端製品とも出荷は
順調に推移いたしました。素材販売におきましては
水溶性タイプの拡販に努め用途拡大を図るととも
に、末端製品での品揃えも強化いたしました。

［通期の見通し］
日清フーズ（株）につきましては、今後食品業界
の販売競争は一層激しさを増すと思われますが、
「こころ楽しく、からだ元気に」をモットーとする
食卓提案型企業として、「安心・安全」「健康」に主
眼を置いた新製品を開発・投入し、積極的な販売
促進活動を実施してまいります。また、品質管理
の強化を行うとともに、生産体制の見直し、購
買・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。
オリエンタル酵母工業（株）につきましては、引
き続き積極的な新製品開発や提案型営業の推進
に努めるとともに、ポストゲノムに対応するバイ
オ・ライフサイエンス事業の一層の拡大などに
より、食品部門・バイオ部門とも売上げの増加を
図ってまいります。
日清ファルマ（株）につきましては、コエンザイ
ムQ10を中心に各種健康食品の積極的な開発・
販売を通して、存在感のある健康食品メーカーと
して市場における認知度を向上させ、売上げと
収益の拡大を図ってまいります。

日清ファルマ（株）
「ifia JAPAN2003」出展

日清フーズ（株）
「マ・マーラブキッズ
キャンペーン」広告
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［当中間期の概況］
日清飼料（株）につきましては、畜産用飼料は

販売競争が激化したものの、拡販に注力した結
果、出荷は前年を上回りました。一方、水産用飼
料は、魚価低迷の影響等を受け、出荷は前年を
下回りました。また、家畜の健康のためにハー
ブを配合した飼料の開発・販売を展開してまい
りましたが、本年2月にハーブ飼料関連事業に
「ハーブ村」の統一ブランドを付けて販売戦略を
強化した結果、ハーブ飼料及びその飼料を与え
て肉質を改善した畜産物の売上げは好調に推移
いたしました。なお、丸紅飼料（株）との経営統

合により、本年10月
1日に日清丸紅飼料
（株）が発足いたしま
した。
日清ペットフード

（株）につきましては、
市場環境が厳しい中
にあったものの、猫
用製品を中心に出荷
が好調であったため、
売上げは前年を上回
りました。

■その他事業

［当中間期の概況］
日清エンジニアリング（株）につきましては、受
注競争は引き続き厳しい状況にあり、売上げは
前年を下回りました。
NBC（株）につきましては、海外市場における

需要減退など厳しい環境にありましたが、高細密

メッシュクロスなど付加価値品の拡販を積極的
に推進し、業績は順調に推移しました。
［通期の見通し］
日清ペットフード（株）につきましては、販売環

境が依然厳しい状況下にあって、ターゲットを明
確にした営業活動や効果的な販促等に継続して
取り組み、売上げの増加を目指します。また、犬・
猫用とも収益性の高いプレミアム製品を中心と
したラインアップの拡充を図ってまいります。
日清エンジニアリング（株）につきましては、引
き続き受注の確保を図るとともに、機器販売や
粉体加工分野における新製品、新技術の開発に
努めてまいります。
NBC（株）につきましても、主力製品である産業
資材用メッシュクロスを中心にメッシュテクノロジ
ーを活用した各種製品の拡販を図ってまいります。

■飼料事業

日清エンジニアリング（株）
「インターフェックスジャパン2003」
出展

日清ペットフード（株）
「うちのペットは聞き上手」（新聞広告）

注）日清飼料（株）は日清丸紅飼料（株）として、下期より当社の持分法適用関連会社となりました。また従来、飼料事業として記載しておりま
した日清ペットフード（株）につきましては、通期の見通しよりその他事業に記載することとしております。

営業の概況
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●マ・マー ソテースパゲティ ナポリタン
（日清フーズ（株）：ソテースパゲティ）
自分で好きな具材を入れ、フライパンで炒めるだけ。簡単に
調理でき、しかも香ばしい風味が楽しめる新しいコンセプト
の商品。しかも常温保存なので、保管にも便利です。ゆでた
スパゲティとソースがセットで香ばしい炒め感が魅力のナポ
リタンが楽しめます。

（平成15年7月新発売）

●日清 人気のお好み焼 おまかセット
（日清フーズ（株）：お好み焼きセット）
手軽に調理できるよう、えび、
切いか、揚げ玉、紅しょうが、
ねぎの5種類の具が入った特
製ミックス粉と特製ソース・
青のりがセットになっていま
す。“キャベツと卵だけ”用意
すれば、サクッとしてふんわり
した本格的なお好み焼きが
手軽に楽しめます。

（平成15年7月新発売）

●冷凍 お弁当用鶏と卵の親子そぼろ
（日清フーズ（株）：冷凍お弁当メニュー）
子供に人気の“そぼろ”を鶏と卵の2種類をセットにして発
売。電子レンジで温めるだけで簡単に彩り鮮やかな親子そ
ぼろが出来上り。「鶏そぼろ」は、6種の野菜を細かく刻んで
入れてあるので、野菜嫌いなお子様にも食べやすく、また、
「卵そぼろ」は、β－
カロテン豊富なこだ
わりの国産卵〈きみ
に愛〉を使用し、ご
はんにぴったりの味
に仕上げました。

（平成15年8月新発売）

●冷凍 全粒粉 ホットケーキ
（日清フーズ（株）：冷凍ホットケーキ）
国内産小麦100％の全粒粉を使用し、食物繊維やビタミン
が豊富で香ばしさが魅力。商品2枚当たり、バナナ約5本分
の食物繊維がとれま
す。ソフトで軽い口
当たりの冷凍ホット
ケーキです。

（平成15年8月新発売）

●リブロン キューテンパウダー
（日清ファルマ（株）：コエンザイムQ10）
細胞内のエネルギー産生能力を
高める話題の補酵素「コエンザイ
ムQ10」。コエンザイムQ10は油に
溶けやすく、水に溶けにくい性質
を持っていますが、新開発の水溶
化コエンザイムQ10を原料として使
用し、顆粒状にすることで、水なし
でも摂取でき、空腹時でも吸収さ
れやすい製品にしました。

（平成15年6月新発売）

●ペットフード キャラット5つの味
7歳からの健康味別パック 高齢猫用

（日清ペットフード（株）：猫用ドライフード）
高齢猫の健康維持に配慮した
総合栄養食。ビール酵母配合
で胃腸に配慮。元気の維持に
必要なビタミンB群を強化配
合。合成着色料無添加で、自
然なおいしさに仕上げており、
1袋（箱）でかつお・まぐろ・あ
じ・たら・白身魚の5つの味が
楽しめます。

（平成15年9月新発売）

新製品のご紹介
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中間連結貸借対照表
（平成15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 145,675 168,495 22,820
固定資産 188,422 190,922 2,499
資産合計 334,097 359,418 25,320

（負債の部）
流動負債 61,112 71,528 10,415
固定負債 41,034 41,308 274
負債合計 102,147 112,837 10,689

（少数株主持分）
少数株主持分 13,220 24,745 11,524

（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 169,464 176,189 6,725
その他有価証券評価差額金 24,667 21,195 △ 3,472
為替換算調整勘定 △ 678 △ 426 252
自己株式 △ 1,287 △ 1,687 △ 399
資本合計 218,729 221,835 3,106
負債、少数株主持分及び資本合計 334,097 359,418 25,320

中間連結損益計算書
（平成15年4月1日から平成15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
(14年9月30日) (15年9月30日) （△は減）

売上高 201,768 229,649 27,881
売上原価 142,570 162,497 19,927
売上総利益 59,197 67,152 7,954

販売費及び一般管理費 51,173 56,882 5,709
営業利益 8,024 10,269 2,245

営業外収益 1,669 1,261 △ 408
営業外費用 653 681 28
経常利益 9,040 10,848 1,808

特別利益 901 80 △ 820
特別損失 339 134 △ 204

税金等調整前中間純利益 9,602 10,794 1,191
法人税、住民税及び事業税 4,012 4,588 575
少数株主利益 348 935 587
中間純利益 5,241 5,270 29

単位：百万円

中間連結剰余金計算書
（平成15年4月1日から平成15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 165,265 172,189 6,924
利益剰余金増加高 5,241 5,277 36
利益剰余金減少高 1,042 1,277 235
利益剰余金中間期末残高 169,464 176,189 6,725

単位：百万円

中間連結キャッシュ・フロー計算書
（平成15年4月1日から平成15年9月30日まで）

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,979 9,592 4,613
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,857 △ 6,926 △ 5,069
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 3,064 △ 1,694 1,370
現金及び現金同等物に係る換算差額 42 46 3
現金及び現金同等物の増減額 100 1,017 917
現金及び現金同等物の期首残高 50,066 48,789 △ 1,277
現金及び現金同等物の中間期末残高 50,167 49,807 △ 359

（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. 資金運用資産を含めた手元資金は、592億1百万円で、前連結会計
年度末より72億16百万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。

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 比　較
科　　　目 （14年4月1日～ （15年4月1日～

14年9月30日） 15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 （14年4月1日～ （15年4月1日～

14年9月30日） 15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 （14年4月1日～ （15年4月1日～

14年9月30日） 15年9月30日) （△は減）
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平成15年3月期 平成16年3月期 前年差 前年比
実績 見通し

売上高（百万円） 402,313 434,000 ＋ 31,687 ＋ 7.9%

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。

■売上高（百万円）
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連結業績見通し
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中間貸借対照表
（平成15年9月30日現在） 単位：百万円

（資産の部）
流動資産 41,457 40,846 △ 610
固定資産 180,213 173,104 △ 7,108
資産合計 221,670 213,951 △ 7,719

（負債の部）
流動負債 19,178 15,423 △ 3,755
固定負債 17,786 14,118 △ 3,667
負債合計 36,965 29,542 △ 7,422

（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 138,822 142,104 3,281
その他有価証券評価差額金 20,558 17,374 △ 3,184
自己株式 △ 1,240 △ 1,633 △ 393
資本合計 184,705 184,409 △ 296
負債及び資本合計 221,670 213,951 △ 7,719

単位：百万円

中間損益計算書
（平成15年4月1日から平成15年9月30日まで）

科　　　目 前年中間期 当中間期 比　較
(14年9月30日) (15年9月30日) （△は減）

（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。

前年中間期 当中間期 比　較
科　　　目 （14年4月1日～ （15年4月1日～

14年9月30日） 15年9月30日) （△は減）

営業収益 9,665 12,576 2,911
営業費用 5,750 5,738 △ 11
営業利益 3,915 6,838 2,922

営業外収益 763 407 △ 356
営業外費用 77 44 △ 33
経常利益 4,600 7,201 2,600

特別利益 525 37 △ 488
税引前中間純利益 5,126 7,238 2,112
法人税、住民税及び事業税 344 △ 28 △ 372
中間純利益 4,782 7,266 2,484
前期繰越利益 19,815 20,522 706
自己株式処分差損 ― 0 0
中間未処分利益 24,598 27,789 3,190

（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。

単独決算の状況
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■会社が発行する株式の総数
464,072,000株

■発行済株式の総数
235,614,044株

■株主数
13,894名（前期末比100名減）

■大株主（上位10名）

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
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 12,577 5.4
（信託口）
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 7,144 3.1
（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
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） 4,895 2.1
住友商事株式会社 4,577 1.9

■株式分布状況

所有者別 所有株数別

その他法人（ 369名）46,327千株（19.7%）
個人・その他（13,144名）37,608千株（15.9%）
外国人 （ 218名）28,430千株（12.1%）
証券会社 （ 29名） 1,427千株（ 0.6%）

金融機関（134名）
121,820千株（51.7％）

100万株以上（45名）
150,881千株（64.0％）

10万株以上（ 130名） 41,562千株（17.6%）
1万株以上 （ 935名） 20,012千株（ 8.5%）
1,000株以上（9,154名） 22,324千株（ 9.5%）
1,000株未満（3,630名） 833千株（ 0.4%）
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■株価の推移
円

株式の状況（平成15年9月30日現在）



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

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
取締役
取締役
取締役
監査役（常勤）
監査役（常勤）
監査役
監査役

正　田　　　修

新　倉　英

伊　藤　健　夫
村　上　一　平
長谷川　浩　嗣
福　嶋　　　宣
中　村　隆　司
中　村　　　勝
大　田　雅　巳
山　田　幸　良
北　村　正　雄
西　山　好　雄
畠　山　保　雄
奥　村　有　敬

■従業員数 255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、

による株券の再発行がなされることとなっておりま

す。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 を導入しておりますので、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

とができます。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。




