
第161期　中間事業報告書

株主のみなさまへ
平成16年4月1日から平成16年9月30日まで

健康と信頼をお届けする
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業において｢健康と信頼をお届けする｣というコーポ
レートスローガンに基づき、マーケットニーズを的確
にとらえた新製品を中心に拡販を図ってまいります。
主力の製粉事業においては、来るべき小麦の自由化を
見据えて平成20年春完成予定で東灘工場に2ライン
の最新鋭製造設備の増設と神戸工場閉鎖を決定し、生
産体制の効率化を推進してまいります。そして、食品事
業においては、本年3月にイニシオフーズ（株）を設立
し、幅広く出来立て惣菜を提供する中食・チルド事業
を展開しております。
また、グループの国際化戦略の推進に加え、食品の
品質管理体制や環境保全へ積極的に取り組むととも
に、コンプライアンスの徹底に注力し、なお一層企業
の社会的責任を果たしてまいります。
以上の諸課題を強力に推進し、持株会社である当

社を中核に｢勝ち組事業集団｣として各事業会社は一
層の業容拡大に努め、グループ全体としての企業価値
の極大化を図り、各ステークホルダーから評価され続
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16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161期上半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。
今上半期における我が国経済は、景気が回復基調

にあるとはいえ消費者物価指数が依然下落傾向にあ
るなど、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。
このような経営環境の中で、当社グループはお客様
から高い支持を得られる新製品や高付加価値製品の
市場投入、及び販促活動や新チャネル開拓を積極的
に進め、出荷伸長を図ってまいりました。また、引き続
き各事業において、コスト削減を実現いたしました。
以上の結果、売上高は昨年10月に配合飼料事業を持

分法適用会社へ移行させた影響により、2,040億78百
万円（前年同期比11.1％減）と減収となりましたが、経
常利益は配合飼料事業や事業税の会計処理の変更に
よる影響等を吸収し、109億13百万円（前年同期比
0.6％増）と2年連続で過去最高となり、中間純利益も55
億17百万円（前年同期比4.7％増）と増益となりました。
中間配当につきましては、1株当たり1円増配し5円

50銭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、原油高によるアメリ

カや中国の景気減速懸念に加え、新潟県中越地震の
発生とその被害の広がりなど、個人消費を主体に先行
き不透明感が漂っております。
その中で当社は、3ヶ年の中期経営計画の最終年度
を迎え、その収益目標の達成に向けグループの各事

代表取締役
取締役会長

代表取締役
取締役社長
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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16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」「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51社、関連会社16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16年9月30日現在）
■製粉事業 1,317名
■食品事業 2,957名
■その他事業等 664名
■グループ本社 246名
合計 5,184名

◆ 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）

◆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

◆ 日清丸紅飼料株式会社

◆ 日清ペットフード株式会社

製粉事業

◆ マ・マーマカロニ株式会社
◆ 株式会社三幸
◆ イニシオフーズ株式会社

◆ 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）

◆ 株式会社パニーデリカ
◆ 株式会社パニーフーズネット
◆ 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ハイネット
◆ 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

食品事業

その他事業

◆ 日清エンジニアリング株式会社

◆ NBC株式会社
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日清製粉（株）東灘工場

日清製粉（株）更なる生産性向上を目指し東灘工場に2ライン増設

日清製粉（株）は来るべき小麦の自由化を見据えて、国内製粉事業における圧倒的な競争優位を確固たるものとする
ため、関西地区の製粉工場を集約いたします。平成20年をめどに神戸工場を閉鎖するとともに、東灘工場に2ライ
ンの最新鋭製造設備の増設と立体自動倉庫の新設を決定いたしました。これにより、従来にも増して高品質の小麦
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するとともに、品質管理体制の更なる強
化を実現してまいります。

• 総投資額 約120億円
• 増設能力 530トン（2ライン）／原料ベース1日当たり
• 立体自動倉庫収容力　33万袋（8,250トン）
• 平成20年春完成予定

現在の東灘工場 新ライン完成後の東灘工場全景図

投資の概要
• 最先端技術を結集し高品質な小麦粉の効率的な生産

• 安全・衛生・環境面にも十分配慮した最新鋭ライン

• 能力増強により世界でもトップクラスの大型工場の誕生

新ラインの特徴

■住　　所 神戸市東灘区魚崎浜町14

■敷地面積 28,500m2

■製造品目 小麦粉

■生産能力 現在 1,030トン／日・増設後 1,560トン／日

新設
立体自動倉庫

新設製造設備
（2ライン）

既存設備

最新鋭設備・システムによる
高生産性と生産体制の
効率化の実現

管理性に優れた設備による
高操業運転の実現

新ライン建設で
更なる技術水準の
向上と知見習得
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マ・マーマカロニ（株）神戸工場生産効率化 ― パスタの大型ラインを導入 ―

日清フーズ（株）のパスタ製造子会社マ・マーマカロニ（株）は、約10億円を投資し神戸工場（神戸市東灘区）に、平成
16年9月パスタの大型製造ラインの導入と設備の効率化を完了いたしました。
マ・マーマカロニ（株）は、経営体質強化を図る各種施策の一環として、製造設備の見直しと品種の統合によるコスト
ダウン、及び製品の品質安定化に取り組んでまいりました。今回の大型設備は3トン／時間（18,000トン／年）の製
造能力を有し､日本国内においても最大･最新鋭のラインとなります。神戸工場は家庭用パスタの生産を主体とし、お
客様に従来にも増して安心・安全な製品をお届けできる、効率的な生産体制を構築いたしました。
今回の設備投資に伴い、今秋家庭用パスタの全製品を食感・色・風味のすべての面からリニューアルいたしました。

神戸工場　大型パスタライン 神戸工場概観

■住　　所 神戸市東灘区深江浜町
50-7

■ 敷地面積 16,500m2

■ 製造品目 スパゲティ・マカロニ

■ 生産能力 32,400トン／年

マ・マーマカロニ（株）神戸工場

適度な硬さに加え、
より粘弾性に富んだ食感を実現

美しい琥珀色の輝きを実現

デュラムセモリナ本来の風味を、
より楽しめるように開発

日清製粉（株）の製粉技術により、
風味豊かな新しいデュラムセモリ
ナを開発

神戸工場への最新鋭ライン導入に
より、おいしいパスタを安定製造

●●●色へのこだわり●●●

●●●風味へのこだわり●●●

※デュラムセモリナとはデュラム小麦を粗挽状に
したものです。

家庭用パスタ全面リニューアル

●●●食感へのこだわり●●●
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営業の概況

製粉事業

〈当中間期の概況〉
小麦粉の販売は猛暑の影響で食パンや菓子類の消費が
低迷しましたが、得意先とのリレーションシップ・マーケ
ティングを更に推進し拡販に努めたことにより、出荷は前
年を上回りました。また本年9月、うどんのもちもち感が
得られる北海道産地粉｢北翠｣を発売する等、小麦粉の持
つ新たな価値創造を通じて、小麦粉需要の拡大に努めま
した。
小麦粉の生産面では、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、鶴見工場の最新鋭大型ミ

ルを中心に臨海工場の稼働が順調に推移したことにより、
ローコストオペレーションを推進することができました。
また品質管理面では、卸売業界を含めた｢クリーン&セ
イフティーキャンペーン｣を継続して展開し、小麦粉の製
造面のみならず流通・保管面における安心・安全対策を強
化してまいりました。
副製品であるふすまにつきましては、国内での飼料向け
需要が引き続き旺盛で、市況は堅調に推移いたしました。

〈通期の見通し〉
当社は市場の変化を的確にとらえたお客様とのリレー

ションシップ・マーケティングを一層強化し、新製品開発
や販売促進の提案、さらには経営戦略の策定などの顧客
支援活動を積極的に展開することにより、更なるシェア
アップと新たな市場創造を図ってまいります。
また、来るべき小麦の自由化を見据えて平成20年春完
成予定で東灘工場に2ラインの最新鋭製造設備の増設と
神戸工場閉鎖を決定いたしました。今回のライン新設に
より、従来にも増して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する
とともに生産面でのローコストオペレーションを実現して
まいります。併せて、製造から保管・流通の各段階におけ
る安心・安全を目指し、品質管理体制を更に強化してまい
ります。
海外戦略の推進につきましては、本年12月にカナダの子
会社ロジャーズ・フーズ（株）の新鋭製粉工場がバンクー
バー近郊に完成するのを機に、北米における事業の拡大を
進めてまいります。

日清製粉（株）
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

日清製粉（株）
「麺産業展」出展
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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、積極的なマーケティング活動や

販促活動を推進し、今春大型新製品として全国発売いたしました無
菌化技術を応用した次世代パスタ｢マ・マー 2分で作れるアルデン
ティーノ｣シリーズの出荷が好調に推移するなど、パスタ・乾麺・天ぷ
ら粉・から揚げ粉や家庭用冷凍食品などの出荷がいずれも前年を上
回りました。本年8月には、家庭用パスタを食感・色・風味のすべての
面で一新し、新製品の発売も含めトップシェアの強化を図りました。
これらを含めた常温食品におきましては、新製品12品目・リニュー
アル品52品目を発売いたしました。さらに冷凍食品におきましては、
お弁当用としての「小分け麺」及び「食べられるカップ」シリーズを主
体に、新製品9品目・リニューアル品3品目を発売いたしました。ま
た、中食事業につきましては、生産効率の改善により業績が順調に

推移するとともに、本年3月に設立いたしました同事業の戦略会社
イニシオフーズ（株）は、営業活動を順調に展開しております。
オリエンタル酵母工業（株）につきましては、食品部門では主力製

品のイーストや製パン改良剤などが順調に推移いたしましたが、猛
暑によるパン消費不振の影響もあり、一部製パン用原料素材の出荷
が前年を下回りました。また、バイオ部門は診断薬や研究支援の受
託事業は順調に推移いたしましたが、細胞培養関連製品等の出荷は
前年を下回りました。
日清ファルマ（株）につきましては、主力製品のコエンザイムQ10の

国内出荷が認知度の更なる高まりや水溶性タイプの拡販により、素
材、末端製品とも好調に推移いたしました。特に末端製品では、店舗販
売用の新製品を9品目、通信販売用の新製品を2品目発売し、新チャ
ネル開拓とマーケティング活動を積極的に推進してまいりました。

〈通期の見通し〉
日清フーズ（株）につきましては、｢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｢簡便本格・健康・和風｣を
キーワードとし、安心・安全・美味に対するお客様のニーズにお応
えした新製品の市場投入を積極的に推進してまいります。特に本年
8月に発売いたしました家庭用パスタ及び「マ・マー 2分で作れるア
ルデンティーノ」シリーズを通して、トップシェアの更なる強化と新
規市場の創造に努めてまいります。食品業界の中でも希少な成長分
野となっておりますチルド・中食市場における業容拡大を目指して、
イニシオフーズ（株）は、量販店を主たるターゲットに和・洋・中華な
ど幅広い出来立て惣菜を提供するとともに、直営惣菜店を運営して
まいります。これにより、グループの成長を牽引すべく常温食品・冷
凍食品及び惣菜・チルド食品を含めた全温度帯の事業展開を一層加
速させてまいります。また、引き続き品質管理を強化し、購買や物流
の改善など徹底したコスト削減に努め、収益の向上を図ってまいり
ます。
オリエンタル酵母工業（株）につきましては、食品部門はお客様の
ニーズにお応えした新製品提案や積極的な販促活動の推進により

拡販を図り、バイオ部門は更なる飛躍を目指して事業の拡大に努め
ます。同時に、グループ各社との緊密な連携により、より一層シナ
ジーの実現を目指してまいります。
日清ファルマ（株）につきましては、コエンザイムQ10の素材、末端
製品における国内市場での需要の伸長に対応し、新製品投入及び
積極的な販促活動により、更なる営業基盤の強化を図ってまいりま
す。併せて、コエンザイムQ10以外の新素材の探究とそれら素材を
活用した新製品開発に注力してまいります。

日清ファルマ（株）
「HFE JAPAN2004
第2回ヘルスフードエキスポ」出展

日清フーズ（株）
若手人気女優小西真奈美さんを起用した
「マ・マー 2分で作れる
アルデンティーノ」CM
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営業の概況

その他事業

〈当中間期の概況〉
日清ペットフード（株）につきましては、キャットフードの
出荷は引き続き順調でありましたが、ドッグフードも新製
品｢ラン・ミールミックス｣の小袋タイプの出荷は好調に推
移いたしました。また本年9月には、ペットの健康維持と
嗜好性を主眼に開発しましたキャットフードの新製品4品
目とリニューアル品12品目、及びドッグフードの新製品3
品目を発売いたしました。
日清エンジニアリング（株）につきましては、売上げは前
年を下回りましたが、企業の設備投資が回復基調にある
中、受注残は大幅に増加しております。
NBC（株）につきましては、主力のスクリーン印刷用メッ
シュクロスの出荷が、高付加価値のプリント基板向け高精
細メッシュクロスを始めとして国内外ともに伸長したのに
加え、携帯電話、メディカル用等産業素材用メッシュクロ
スの出荷も順調に推移いたしました。

〈通期の見通し〉
日清ペットフード（株）につきましては、研究開発から製

造・販売までの一貫体制の強みを活かし、付加価値の高い
製品を中心とした犬・猫用のラインナップを拡充し、ター
ゲットを明確にした営業活動や効率的な販促活動を推進
してまいります。
日清エンジニアリング（株）につきましては、前年を上回
るプラントエンジニアリングの受注確保に努めるとともに、
粉体機器の製造販売や粉体加工分野においても積極的な
拡販を図ってまいります。本年10月には、粉体機器の開発
や販売促進及び粉体加工の受託製造、さらには顧客への
プレゼンテーション等を行うため上福岡事業所を新設し、
お客様へのよりきめ細やかな対応を通して事業の拡大を
図ります。
ＮＢＣ（株）につきましては、次世代を担う新製品・新技術
の開発による高付加価値製品の市場への投入を進め、事
業成長の確保に努めるとともに、コスト競争力の更なる強
化を図ってまいります。

日清ペットフード（株）
「2004 ペット総合展示会」出展

日清エンジニアリング（株）
上福岡事業所全景
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新製品のご紹介

●マ･マー 2分で作れる
アルデンティーノ スパゲティナポリタン

（日清フーズ（株）：電子レンジ対応パスタ）
電子レンジで2分間温めるだけで、本
格的なアルデンテのパスタが楽しめ
ます。今春発売した同シリーズの第
二弾として、新たに「ナポリタン」を
発売いたしました。大きめにカットした
完熟トマトをふんだんに使用し、たま
ねぎ、セロリ、にんにくの香味野菜や
マッシュルームとともに煮込んだ、ナ
ポリタンソースとスパゲティのセット
です。
（平成16年8月新発売）

●マ･マー サラダネジーレ 早ゆで3分
（日清フーズ（株）：マカロニ）
肉厚を薄くすることで「早ゆで」を実
現したサラダ用マカロニで、「ゆで時
間3分」の早ゆでタイプです。早ゆで
ながらしっかりとした歯ごたえが楽し
める、ねじれた形のマカロニです。
（平成16年8月新発売）

●キューテンタブ
（日清ファルマ（株）：コエンザイムQ10）
CoQ10を錠菓タイプにした業界初の商品で、当社のみが販売いた
しております。ポケットに入れて持ち運べ、いつでもどこでも、手軽
においしくCoQ10を摂取できます。水溶性のCoQ10を使用しており、
メントール・キシリトール・ブルーベリーの三つの成分のバリエー
ションを揃えました。
（平成16年9月新発売）

●マ･マー お弁当用スパゲティ
焼きたらこ 香味しょう油味

（日清フーズ（株）：お弁当用スパゲティ）
焼きたらこの香ばしく旨み豊かな味わいが特長の、お弁当用冷凍
スパゲティです。のりの風味と隠し味に加えた昆布茶の旨みが、
焼きたらこのおいしさを一層
引き立てます。しょう油で香
ばしく仕上げた、さめてもお
いしく、お弁当に最適な商品
です。
（平成16年8月新発売）

●北翠（ほくすい）
（日清製粉（株）：業務用小麦粉）
厳選された北海道産の小麦を原料
に、小麦粉の粒度にもこだわった当
社独自の製粉技術により、消費者が
最も重視する｢もちもち感｣の食感を
実現いたしました。生茹麺や乾麺・冷
凍麺等に幅広く活用できる麺用小麦
粉です。
（平成16年9月新発売）

●キャラットミックス
歯とお口のお手入れ（1.5kg、3.5kg）

（日清ペットフード（株）：猫用ドライフード）
猫の口臭や歯周病に配慮した総合栄養食
です。キシリトールを配合することで、口腔
内の健康維持を考えました。突起を多くし
た形状の粒を混ぜ、歯に付着する食べか
すの抑制にも配慮いたしました。小分け分
包を採用し、いつでも開けたてのおいしさ
が楽しめます。
（平成16年9月新発売）
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連結決算の状況

中間連結貸借対照表
（平成16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 168,495 159,344 △ 9,151
固定資産 190,922 198,536 7,613
資産合計 359,418 357,880 △ 1,537

（負債の部）
流動負債 71,528 63,690 △ 7,838
固定負債 41,308 36,989 △ 4,319
負債合計 112,837 100,679 △ 12,157

（少数株主持分）
少数株主持分 24,745 25,786 1,041

（資本の部）
資本金 17,117 17,117 ―
資本剰余金 9,446 9,449 2
利益剰余金 176,189 183,114 6,924
その他有価証券評価差額金 21,195 24,153 2,957
為替換算調整勘定 △ 426 △ 1,036 △ 610
自己株式 △ 1,687 △ 1,383 303
資本合計 221,835 231,414 9,578
負債、少数株主持分及び資本合計 359,418 357,880 △ 1,537

中間連結損益計算書
（平成16年4月1日から平成16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
(15年9月30日) (16年9月30日) （△は減）

売上高 229,649 204,078 △ 25,571
売上原価 162,497 138,855 △ 23,642
売上総利益 67,152 65,223 △ 1,928
販売費及び一般管理費 56,882 55,479 △ 1,403
営業利益 10,269 9,743 △ 525
営業外収益 1,261 1,777 516
営業外費用 681 608 △ 73
経常利益 10,848 10,913 64
特別利益 80 602 522
特別損失 134 862 728
税金等調整前中間純利益 10,794 10,653 △ 141
法人税、住民税及び事業税 4,588 4,163 △ 424
少数株主利益 935 971 35
中間純利益 5,270 5,517 247

単位：百万円

中間連結剰余金計算書
（平成16年4月1日から平成16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 0
資本剰余金増加高 ― 2 2
資本剰余金中間期末残高 9,446 9,449 2

（利益剰余金の部）
利益剰余金期首残高 172,189 179,241 7,051
利益剰余金増加高 5,277 5,517 239
利益剰余金減少高 1,277 1,644 366
利益剰余金中間期末残高 176,189 183,114 6,924

単位：百万円

中間連結キャッシュ・フロー計算書
（平成16年4月1日から平成16年9月30日まで）

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,592 7,628 △ 1,964
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 6,926 △ 7,102 △ 175
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,694 △ 2,507 △ 813
現金及び現金同等物に係る換算差額 46 45 △ 0
現金及び現金同等物の増減額 1,017 △ 1,935 △ 2,953
現金及び現金同等物の期首残高 48,789 54,154 5,365
現金及び現金同等物の中間期末残高 49,807 52,218 2,411

（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、551億51百万円で、前連結会計年度末より30
億24百万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）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 （15年4月1日～ （16年4月1日～
15年9月30日） 16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 （15年4月1日～ （16年4月1日～
15年9月30日） 16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 （15年4月1日～ （16年4月1日～
15年9月30日） 16年9月30日) （△は減）
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連結業績見通し

■売上高（百万円）
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■当期（中間）純利益（百万円）
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■経常利益（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。

売上高（百万円） 434,125 422,000 △ 12,125 △ 2.8%

経常利益（百万円） 22,893 24,100 ＋ 1,207 ＋ 5.3%

当期純利益（百万円） 11,575 12,800 ＋ 1,225 ＋ 10.6%

平成16年3月期実績 平成17年3月期見通し 前年差 前年比

［平成17年3月期連結業績見通し］

（注）中間連結決算は第157期より行っておりますので、第156期につきましては、通期連結業績のみ記載しております。

連結業績推移
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単独決算の状況

中間貸借対照表
（平成16年9月30日現在） 単位：百万円

（資産の部）
流動資産 40,846 45,246 4,399
固定資産 173,104 171,703 △ 1,401
資産合計 213,951 216,949 2,998

（負債の部）
流動負債 15,423 11,016 △ 4,406
固定負債 14,118 14,210 91
負債合計 29,542 25,227 △ 4,314

（資本の部）
資本金 17,117 17,117 ―
資本剰余金 9,446 9,449 2
利益剰余金 142,104 147,065 4,961
株式等評価差額金 17,374 19,420 2,045
自己株式 △ 1,633 △ 1,330 302
資本合計 184,409 191,722 7,313
負債及び資本合計 213,951 216,949 2,998

単位：百万円

中間損益計算書
（平成16年4月1日から平成16年9月30日まで）

科　　　目 前年中間期 当中間期 比　較
(15年9月30日) (16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 （15年4月1日～ （16年4月1日～
15年9月30日） 16年9月30日) （△は減）

営業収益 12,576 13,857 1,280
営業費用 5,738 5,787 48
営業利益 6,838 8,070 1,232
営業外収益 407 571 164
営業外費用 44 52 8
経常利益 7,201 8,589 1,388
特別利益 37 425 388
特別損失 ― 147 147
税引前中間純利益 7,238 8,867 1,629
法人税、住民税及び事業税 △ 28 115 143
中間純利益 7,266 8,752 1,486
前期繰越利益 20,522 24,017 3,495
自己株式処分差損 0 ― △ 0
中間未処分利益 27,789 32,770 4,981

（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。
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■会社が発行する株式の総数
461,672,000株

■発行済株式の総数
233,214,044株

■株主数
13,229名（前期末比251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 13,657 5.9
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 13,260 5.8
（信託口）
山崎製パン株式会社 12,764 5.5
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 10,680 4.6
（信託口）
株式会社みずほコーポレート銀行 10,264 4.5
三菱商事株式会社 6,347 2.7
株式会社みずほ銀行 5,276 2.3
住友商事株式会社 4,577 2.0
株式会社三井住友銀行 4,172 1.8
農林中央金庫 4,081 1.7

■株式分布状況

所有者別 所有株数別

その他法人（ 348名）44,956千株（19.3%）
個人・その他（12,489名）35,644千株（15.3%）
外国人 （ 239名）36,622千株（15.7%）
証券会社 （ 29名） 1,605千株（ 0.7%）

金融機関（124名）
114,385千株（49.0％）

100万株以上（43名）
144,632千株（62.0％）

10万株以上（ 135名）46,974千株（20.1%）
1万株以上 （ 902名）19,524千株（ 8.4%）
1,000株以上（8,497名）21,238千株（ 9.1%）
1,000株未満（3,652名） 844千株（ 0.4%）
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■株価の推移

株式の状況（平成16年9月30日現在）
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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16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
その他事業　　ペットフード、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
取締役会長
代表取締役
取締役社長
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
取締役

監査役（常勤）
監査役（常勤）
監査役
監査役

正　田　　　修

長谷川　浩　嗣

伊　藤　健　夫
村　上　一　平
中　村 司
中　村　　　勝
大　田　雅　巳
山　田　幸　良
福　嶋　　　宣
池　田　和　穗

北　村　正　雄
西　山　好　雄
畠　山　保　雄
奥　村　有　敬

■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. 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。




