
第161期　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17年3月31日まで

健康と信頼をお届けする
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今後の見通しにつきましては、日本経済は踊り場から
脱して緩やかな回復基調に入りつつありますが、輸出減
に伴うI T関連分野での在庫調整や原油高等が長引く
ことによる製造コストの上昇、さらには個人消費の持ち
直し懸念など、企業を取り巻く環境には依然厳しいもの
があります。
その中で当社は、グループとしての更なる成長を目指
す第二次中期経営計画の初年度を迎えました。海外事
業と中食・惣菜事業を本計画達成のメインエンジンと
位置付け、次世代の新製品・新技術を創出するための研
究開発体制と品質保証体制の一層の強化や新たな発想
でのコスト削減施策の遂行、さらには危機管理やコンプ
ライアンス体制の維持・強化等の各種施策を積極的に
実現してまいります。
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｢勝ち組み事業集団｣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、顧客・株主の皆様を始め各ステークホル
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17年6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、民間設備投資の拡大や

一部個人消費の持ち直しが見られましたものの、輸出
の鈍化や原油価格の高騰等により景気回復のテンポに
不透明感が漂い、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。また当期には、国内外において天候
異常や自然災害等が発生いたしましたが、当社への直
接の影響は軽微にとどめることができました。
当社は、主力の製粉事業、加工食品事業を始め健康食
品事業、エンジニアリング事業等各事業において、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る
とともに、引き続きコスト削減を実現いたしました結果、
連結業績につきましては、売上高は一昨年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4,162
億22百万円（前期比4.1%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251億20百万円（前期比9.7%増）と2
年連続で過去最高を更新し、当期純利益も135億97百
万円（前期比17.5%増）と過去最高を達成いたしました。
なお、株主の皆様への一層の利益還元として、1株当

たり3円増配し、年間配当を14円とさせていただくとと
もに、平成17年11月18日付をもって普通株式1株を1.1
株に分割させていただきます。
また、株式の流動性向上、個人投資家層の拡大を図る
ため、1単元の株式数を平成17年10月3日付をもって
1,000株から500株に引き下げさせていただきます。

代表取締役
取締役会長

代表取締役
取締役社長
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社長インタビュー

今回は、当期（平成17年3月期）最終年度となる第一次中期経営計画総括に加え、本年4月からの第二次中期経
営計画を中心とするグループの経営戦略について長谷川社長にインタビューしました。

当期（平成17年3月期）は第一次中期経営計画

の最終年度でありましたが、その目標収益を大き

くクリアーすることができました。第一次中期経営計画の

総括をお聞かせ下さい。

平成14年4月からスタートしました第一次中期経

営計画は、「トータルローコスト」、「次世代新製品・

新ビジネスモデルの構築」、「事業ポートフォリオの見直し」

に加えて、「人事・財務・国際化・環境・IT・食品安全」の

経営インフラ強化の4つの戦略で構成されており、まず

「トータルローコスト」については、大きな成果を実現し収

益向上の原動力となりました。「次世代新製品・新ビジネ

スモデルの構築」については、日清ファルマ（株）のコエ

ンザイムＱ10の国内健康食品市場への投入など各事業

において高い付加価値を持った次世代製品の開発を実

現するとともに、中食・惣菜事業ではイニシオフーズ（株）

を設立し、新しいビジネスモデル確立に向けて展開が

始まりました。これらの取組みは今後も大きな成果が期

待されています。「事業ポートフォリオの見直し」について

は、オリエンタル酵母工業（株）の連結子会社化、日清飼

料（株）の丸紅飼料（株）との経営統合の2つの施策を始

め、グループ全体、各事業において必要領域の確認と

洗い出しを行い、経営資源の適正配分を実行してきまし

た。各経営インフラの強化につきましても、各施策におけ

る21世紀モデルの確立を着実に進めてきました。

これらの戦略の遂行の結果、国内におけるデフレの

進展の影響等もあって売上高は当初計画に達しません

でしたが、経常利益、当期純利益は計画を大きく上回

る業績を達成することができました。

第一次中期経営計画の達成について

Q

A

第 一 次 中 期 経 営 計 画�

第2戦略� 第3戦略� 第4戦略�
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事業ポートフォリオ�
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第一次中期経営計画戦略
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本年4月から「グループの成長を求めて」を基本命

題とした3ヵ年の第二次中期経営計画がスタート

しました。策定に際しての環境認識とその内容をお話し

下さい。

自由化や人口減少等、食を主要な事業領域と

する当社グループを取り巻く事業環境は大きく変

化しようとしています。特に現在進行中のWTO（世界貿

易機関）農業交渉及び各国とのFTA（自由貿易協定）

締結の動向は、当社グループの製粉事業、加工食品事

業にも直接・間接に多大な影響を与えることが考えられ

ます。当社グループとしては、WTO、FTAに基因する

制度的変化と少子高齢化を始めとする社会的変化を「2

つの大きな複合波」ととらえ、それを乗り切っていくため

に、腰を据えた事業基盤確立施策とそこへ向けての経

営資源の集中が不可欠であると考えています。

こうした厳しい環境認識にあるものの、成長の望めな

い企業は株主の皆様を始めとする各ステークホルダー

の期待にも応えることはできないと考えています。従いま

して、第二次中期経営計画は「成長」をその基本命題と

し、直近の3ヵ年においてグループの各事業を実感でき

る成長路線に乗せることを目指していきます。そのため

に各事業における基本戦略について、成長の視点で検

証し、実行可能な施策として確立していきます。特に、

海外事業と中食・惣菜事業を成長のためのメインエンジ

ンと位置付けるとともに、来るべき小麦の自由化に向け

ての製粉、加工食品事業等の事業基盤の確立、すなわ

ち自由化対策を推進していきます。また、研究開発をす

べての事業戦略と具体的に結び付け、各戦略の強力な

エネルギー源とするとともに、成長に伴う数々のリスクへ

の抵抗力強化として、新たな発想でのコストダウンを検

討・実行していきます。

これらの戦略を遂行し、最終年度である平成19年度

の数値目標を売上高 4,650億円、経常利益 290億円、

当期純利益 150億円、ROE 6.0%としました。

Q

A

製粉事業、加工食品事業に�
直接、間接に大きな影響�

事業基盤確立施策と経営資源集中の実行�
第二次中期経営計画において具体的施策と実行スケジュールの設定�

食を事業の柱とする�
グループの成長が困難な環境�

WTO、FTA 少子高齢化、人口減少�

当社グループへの2つの大きな複合波�

グループの�
経営課題�

第二次中期経営計画のスタートについて

中長期的な事業環境認識
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社長インタビュー

第二次中期経営計画における成長のメインエン

ジンと位置付けている海外事業、中食・惣菜事

業についての戦略、目標をお聞かせ下さい。

海外事業につきましては、製粉、加工食品事業を

中心に展開を図っており、各社とも順調に業績を

拡大しています。今後も、点から線、線から面への拡が

りのスピードを速めていきたいと考えています。そのため

に、日本を北米西海岸、東南アジア、中国と並ぶ4拠点

の1つと位置付け、その機能分担、相乗効果を考慮しつ

つ、グループを挙げて環太平洋戦略を推進していきます。

特に、巨大な人口を背景に今後も高い経済成長が期待

される中国マーケットを最重要地域と位置付け、中国戦

略を推進するためこの6月にはグループ本社に中国室を

設置しました。その結果、3年後の海外事業の売上高を、

連結売上高の10％が射程に入る水準とし、これにより国

内企業から名実ともに国際企業に脱皮することを社内

外に明らかにしていきたいと考えています。

もう1つの成長のメインエンジンである中食・惣菜事業

につきましては、量販店向けの新たなビジネスモデルの

展開、ナショナルブランド化のために必要とされる特色

作り等事業規模拡大を目的とした経営資源の集中投下

を行っていきます。その1つの施策としまして、昨年12月

にはグループ本社に中食研究室を設置し、研究開発体

制の充実を図っています。その結果、計画終了の平成

19年度において、近い将来売上高1,000億円を見込め

る水準にまで中食・惣菜事業を育成することを目指して

いきます。

なお、この2つの成長のメインエンジン以外の各事業

においても成長に向けての様々な取組みを計画期間中

にスケジュール化し、実行していくこととしており、21世

紀型企業として「健康と信頼をお届けする日清製粉グ

ループ」の発展を実現していきたいと考えています。

第二次中期経営計画においては成長と並んで事

業基盤の確立を大きな柱としておりますが、その

具体的な施策について教えて下さい。

前述の環境認識で説明させていただきました

が、自由化対策は製粉、加工食品事業を中心

第二次中期経営計画の基本命題Q

Q

A

A

各戦略のエネルギー源�
リスクへの抵抗力�

グループの成長を求めて�
第二次中期経営計画において、各事業を実感できる�
成長路線に乗せることを目指す�

• 海外事業�
• 中食・惣菜事業�

• 自由化対策�

• その他�
成長のメインエンジン�

事業基盤の確立�

基本�
命題�

各事業において成長の視点で戦略策定�

研究開発戦略、コストダウン施策、CSR
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最後に、食の安全性や環境、コンプライアンスへ

の取組みについてお聞かせ下さい。

当社グループのような食品企業にとっては、食品

安全、環境保全、コンプライアンスの徹底などを

通じてステークホルダーの皆様から寄せられる「信頼」

は、企業価値を高める重要な要素と考えています。

食品安全に関しては、製品安全監査実施、トレーサビ

リティーの確保をするなど、「消費者の視点から品質を保

証する」という視点で、グループ本社及び各事業会社の

品質保証体制を構築・確立し推進しています。環境につ

いてもグループの環境基本方針を定めて、グループ全体

の廃棄物の削減、CO2排出量の削減、省エネルギー等、

環境保全活動を推進するとともに、その実行を担保す

る環境監査を実施してきています。

また、当社グループが適法適切な事業活動を推進

するために、『日清製粉グループの企業行動規範及び

社員行動指針』を策定し、この内容を社員が正しく理

解し、実践できるよう研修を始めとする全社的な啓発

活動を実施するなどコンプライアンスの強化に努めてい

ます。

当社グループはこのような企業の社会的責任（CSR）

への取組みにおいて、外部の評価機関、報道機関等か

らも高い評価を受けておりますが、今後とも、継続して

その責任を果たしていきます。

企業の社会的責任に対する取組みについて

Q

A

に当社グループが事業基盤を磐石としていく上での必

要不可欠な施策であります。今後どのような制度変化

が起きても、グローバル競争に耐えうる強固な企業体

質を構築していくために、徹底したコスト革新を実現す

るとともに、国内マーケットでのシェアアップを図ってい

きます。

代表的な施策としまして、製粉事業におきましては、平

成20年春完成予定で東灘工場への2ラインの最新鋭製

造設備の増設と神戸工場閉鎖を推進しています。この

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、製粉業界における圧倒的な競争優位

が更に確固たるものになると確信しています。また、加

工食品事業におきましても、昨年パスタ製造工場である

マ・マーマカロニ（株）神戸工場において、高能力ライン

への切替えによるコスト競争力の強化を図っています。
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平成16年12月、カナダのバンクーバー近郊に日清製粉（株）の海外子会社であるロジャーズ・フーズ（株）は新

工場を竣工しました。加速するグローバル化に対応し、世界一優れた製粉会社を目指すための新たな一歩を踏

み出しました。

日清製粉グループは、平成元年、ロジャーズ・フーズ（株）

を買収し、一貫して安定した品質の小麦粉を供給してきま

した。同社の主要市場であるバンクーバー地区は北米で最

も人口増加率の高い地域の1つであり、高い販売伸長を維

持した結果、生産能力が不足していました。

平成16年12月、アメリカの国境に近いチリワックに建設

した新工場により、同社の小麦粉供給能力は倍増し、お客

様の需要にお応えすることが可能になりました。新工場は

高度なミル制御システムを導入したほか、安全・衛生・環境

面にも優れた設計となっており、顧客のニーズにもきめ細

かく対応することができます。

新工場の稼働により、同社はカナダ国内のみならず、ア

メリカやアジア諸国へもマーケットを拡大し、環太平洋エリ

アにおける日清製粉グループ全体の海外戦略推進に大き

な役割を果たすことが期待されます。

バンクーバー近郊に稼働した新工場

ロジャーズ・フーズ（株）
チリワック新工場の概要
建 設 地：カナダ・ブリティッシュコロン

ビア州チリワック

生産能力：日産250トン（小麦ベース）

工場稼働：平成16年12月

新工場の竣工披露式典

製粉工場内部
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ロジャーズ・フーズ（株）の
小麦粉出荷量推移

◆バンクーバー地区での
供給体制、販売力の強化

◆アメリカ西海岸市場への参入

◆環太平洋戦略の着実な推進

新工場建設の目的

ロジャーズ・フーズ（株）の所在地

ロジャーズ・フーズ（株）の概要
本社所在地：カナダ・ブリティッシュ

コロンビア州アームスト
ロング

生産能力：日産470トン
（小麦ベース）

資 本 金： 1,406万カナダドル
出資構成：日清製粉グループ90％、

三菱商事10％

社　　長： Victor N. Bell
従 業 員：約100名
事業内容：小麦粉、シリアル食品の

製造販売
年　　商：約3,500万カナダドル

（平成16年度）



トピックス

コエンザイムQ10で2004年の「日経優秀製品・
サービス賞 優秀賞 日経産業新聞賞」受賞
平成17年2月、日清ファルマ（株）の「おんなのQ10」「おと
このQ10」「シェイプナビ」が2004年の「日経優秀製品・
サービス賞 優秀賞 日経産業新聞賞」を受賞しました。
この賞は新製品約2万点の中から、技術開発性・価格対
効果性・業績寄与度・成長性・独自性・産業や社会への
インパクトの6項目を総合的に評価し、最終的に49点が
受賞いたしました。
当社グループは平成4年にも日清エンジニアリング（株）
が「ディスパ・ミューR」で「日経優秀製品・サービス賞 優

秀賞 日経産業新聞
賞」を受賞し、今回で
2回目となります。

世界初の穀物用ニューマチックアンローダに
免震装置を搭載

日清製粉（株）及び子会社の日清サイロ（株）は、鶴見工
場（川崎市）の穀物用ニューマチックアンローダ（吸引式
荷揚げ装置）に世界で初めて免震装置を搭載し、平成17
年1月から稼働を開始いたしました。
平成7年1月の阪神淡路大震災では東灘・神戸の2工場が
被災し、液状化による護岸の崩壊、さらに液状化地盤が
海側に流動する側方流動による地中基礎被害、地震動に
よるアンローダの倒壊等大きな被害が発生しました。
鶴見工場は日本最大の製粉工場であり、首都圏･関東・
東北へ小麦粉を出
荷しており、万一大
地震が発生した場
合でもその被害を
最小限にとどめ、
小麦粉の安定供給
ができるよう今回
の免震化工事をい
たしました。

日経優秀製品・サービス賞表彰式
穀物用ニューマチックアンローダに
免震装置搭載
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欧州駐在員事務所を開設

平成16年5月、（株）日清製粉グループ本社はベルギーの首都ブリュッセルに、
日本の製粉業界としては初めて欧州駐在員事務所を開設いたしました。
EUのGDPはいまやアメリカと並ぶ規模となり、政治・経済の両面で欧州の影
響力が増すものと予想されております。今後の食品産業における食の安心・
安全に関する新しい情報を収集するとともに、ヨーロッパ各国の企業との既
存取引の更なる円滑化と拡大を図り、併せて将来の事業展開の可能性を検
討してまいります。

欧州駐在員事務所



神田錦町本社ビル屋上広告リニューアル

平成16年9月、神田錦町本社ビル屋上広告の3年ぶり3回目の全
面リニューアルを実施いたしました。この屋上広告はバックラ
イト方式で、神田錦町本社ビルに移転後、平成11年に創業100
周年を記念し「おかげさまで100周年 日清製粉」をメッセージ
として設置いたしました。次いで平成13年7月、分社した新し
い日清製粉グループのスタートに当たり、「健康で豊かな生活づ
くりに貢献する日清製粉グループ」をスローガンに、セザンヌの
絵を背景にして改装いたしました。今回は新しいコーポレートス
ローガン「健康と信頼をお届けする日清製粉グループ」のもと、
未来を見つめる家族の絵柄に小麦粉「フラワー」と「マ・マース
パゲティ」を配し、各ス
テークホルダーの印象
に残る屋上広告といた
しました。

埼玉県上福岡に粉体加工等の事業所を竣工

平成16年10月、日清エンジニアリング（株）は、
埼玉県上福岡に粉体加工や粉体機器の開発など
を行う新事業所を開設いたしました。粉体加工
事業の拡大や粉体機器の開発と販売促進、プラ
ント機器の試運転を目的としております。
製粉技術から得られた知見やノウハウを活用し、
よりユーザーの現場にフィットしたソフト技術の
開発、超微粒子加工や精密分級処理などの受託
加工、さらにはRF（高周波）プラズマ技術を利用
したナノ粒子の製造や加工サービスなど、今後、
需要の見込め
る新たな事業
分野を積極的
に開拓してま
いります。

本社ビル屋上の
リニューアル広告

埼玉県上福岡の
新事業所

イニシオフーズ（株）直営路面店「八季」広尾店オープン

中食・惣菜事業会社のイニシオフーズ（株）は、量販店を主たるターゲットとし、旬の味にこだわった出来立て惣菜を提
供しておりますが、平成17年3月、東京都広尾に直営路面店「八季」（はっき）の1号店をオープンいたしました。日清製
粉グループが惣菜販売の路面店をオープンするのは今
回が初めてのことになります。
「八季」は、1年を8つの季節に分けて、それぞれの旬の
素材と製法にこだわったメニューを提供することを特徴
にしております。メニュー構成は、和・洋・中華の「出来
立て惣菜」・「お弁当」・「トンカツ」・「出来立てパスタ」、
「おにぎり」・「スープ」・「飲料」などで、朝食からランチ、
おやつ、夕食のおかずまで、幅広く対応できるメニュー
を揃えております。 惣菜販売路面店「八季」

10
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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17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」「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48社、関連会社15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17年3月31日現在）
■製粉事業 1,270名
■食品事業 2,874名
■その他事業等 673名
■グループ本社 237名
合計 5,054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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営業の概況

製粉事業

〈当期の概況〉
日清製粉（株）につきましては、夏場の猛暑及び秋以降の
天候不順により食パン・生茹麺・菓子類の消費が低迷する
中、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・マーケティングを推進するとともに、積極的な拡販
施策により、小麦粉の出荷は前年を上回りました。また、昨
年秋にうどんのもちもち感が得られる北海道産小麦を原
料とした地粉「北翠」を市場投入するなど、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。
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、ローコストオペレーションを推進して
まいりました。さらに、国際競争力の一層の強化を図るた
め平成20年春完成予定で東灘工場に最新鋭ミル2ライン
を増設し、神戸工場を閉鎖することを決定いたしました。

〈次期の見通し〉
日清製粉（株）につきましては、国内の小麦粉消費が少子
高齢化と人口の減少により今後大きな需要の伸びが期待
できない中、企業間の販売競争は一段と厳しさを増すも
のと見られますが、市場の変化を的確にとらえたお客様へ
の新製品や販売促進策の提案などソリューション型営業
を積極的に展開するとともに、双方向のコミュニケーショ
ンシステム「創・食Club」を活用し、小麦粉の出荷伸長を
図ってまいります。また、生産面では臨海大型工場への集
約を進め一層の効率化を図るとともに、物流・購買・販売
などすべての面で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、従来にも増して小麦粉の流通･
保管面における品質管理体制を強化してまいります。
海外戦略につきましては、ロジャーズ・フーズ（株）の新

鋭製粉工場を核に北米西海岸における事業の拡大を進め
るとともに、日清STC製粉（株）のタイ国内におけるシェア
アップを図ります。

また、品質管理面では、流
通・輸送業者を含めた「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。
海外戦略につきましては、昨年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
に完成し、順調に事業活動を展開しております。
副製品であるふすまにつきましては、国内における飼料
向け需要が引き続き旺盛で、価格は堅調に推移いたしま
した。

37.2%

製粉事業売上高

154,888百万円

2004めん産業展に出展

業務用小麦粉販促講習会
「ブレッドミックス講習会」開催
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食品事業

〈当期の概況〉
日清フーズ（株）につきましては、昨春全国発売しました「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
推移したのを始めとして、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前年を上回りました。昨秋、原料
のデュラム・セモリナの品質を改良するなど家庭用マ・マーパス
タを全面リニューアルしたのに続き、本年2月には家庭用常温食
品におきまして新製品14品目・リニューアル4品目を発売いたし
ました。また、家庭用冷凍食品におきましても、冷凍パスタを主
体に、新製品7品目・リニューアル3品目を発売いたしました。中
食・惣菜事業につきましては、昨年12月に従来グループ各社が
取り組んでいました惣菜に関する基礎及び応用開発の研究を中
食研究室に集約化し研究のスピードアップを図るとともに、本年
3月には路面店「八季」を都内に2店開店するなど、積極的に事

〈次期の見通し〉
日清フーズ（株）につきましては、食品業界の販売競争は引き続き

厳しさを増すと思われますが、安心・安全・健康に対するお客様のニ
ーズにお応えした新製品の開発・投入、さらには｢マ・マー｣ブランド
誕生50周年記念キャンペーン等積極的な販促活動を推進するとと
もに、品質管理及び品質保証体制のより一層の強化・充実を図って
まいります。また、食品業界の中でも希少な成長分野となっておりま
す中食・惣菜市場における業容拡大を目指してイニシオフーズ（株）は、
出来立て惣菜の供給やオペレーションシステムの提供により従来に
なかった新しいビジネスモデルを確立し、首都圏中心に路面店を展
開するとともに本年8月予定で関東の供給工場を立ち上げるなど、
積極的に事業を推進してまいります。また、本年10月予定でイニシ
オフーズ（株）と（株）三幸を経営統合し、中食・惣菜事業の成長をよ
り加速してまいります。
オリエンタル酵母工業（株）につきましては、食品部門ではお客様

のニーズに対応した新製品提案やターゲットを明確にした営業活動
を推進し、バイオ部門では戦略的な投資を積極的に進め、グループ

各社との緊密な連携によるシナジーを発揮してまいります。
日清ファルマ（株）につきましては、コエンザイムＱ10の需要拡大が
見込まれる中、水溶化素材製品「アクアＱ10」の品揃え拡充、吸収性
に優れた店舗販売向け新製品「キューテンライフ」の市場投入等の
推進により、当社製品の差別化戦略を明確にし拡販を図ってまいり
ます。また、併せてコエンザイムＱ10以外の新素材や新製品開発も
更に推進してまいります。

業を推進してまいりました。
オリエンタル酵母工業（株）
につきましては、食品部門で
はイーストの出荷は順調でし
たが、猛暑によりフラワーペ
ースト等の一部製パン用原
料製品の出荷が低迷いたし
ました。また、バイオ部門で
は診断薬等は順調でしたが、細胞培養製品等の出荷が低調に推
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するとともに、コエンザ
イムＱ10以外の新素材・新製品開発にも注力いたしました。

52.5%

食品事業売上高

ファベックス2005に出展
（ファベックスは惣菜デリカ・

弁当・外食専門展）

FOODEX JAPAN 2005に出展

218,529百万円
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営業の概況

その他事業

〈当期の概況〉
日清ペットフード（株）につきましては、キャットフード

及びドッグフードの新製品「ラン・ミールミックス」の小
袋タイプの出荷は順調に推移いたしました。本年3月に
は、嗜好性に加え健康に配慮したキャットフードの新製品
12品目・リニューアル品8品目を発売いたしました。
日清エンジニアリング（株）につきましては、売上げは

前年を上回り受注残も大幅に増加いたしました。また昨
年10月には粉体加工・粉体機器の開発を行う上福岡事業
所を新設し、事業の拡大を図ってまいりました。

〈次期の見通し〉
日清ペットフード（株）につきましては、マーケットに密

着した新製品を積極的に投入してシェアアップを図ると
ともに、新チャネル開拓を進めてまいります。その一環と
して本年4月から、犬のサイズ・年齢・体調などに合わせ
た、セミオーダー型コエンザイムＱ10配合の「マルチバラ
ンスドッグフード」の通信販売を開始いたしました。
日清エンジニアリング（株）につきましては、前年を上

回る受注確保に努めるとともに、粉体機器や粉体加工分
野においても積極的な拡販を図ってまいります。
NBC（株）につきましては、高付加価値製品の市場への
投入を進め、主力製品でありますスクリーン印刷用メッ
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
種製品の拡販を進めてまいります。

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
荷が国内外ともに伸長し
たのに加え、産業資材用
メッシュクロスなどの出
荷も順調に推移いたしま
した。併せてコスト競争
力の更なる強化を図ってまいりました。

10.3%

その他事業売上高

第17回インターフェックスジャパンに出展
（日清エンジニアリング（株）は、医薬品・化粧品等に使用される機器を展示）

日清ペットフード（株）
「ラン・ミールミックス成犬用」のCM

「迷子編」

42,804百万円



新製品のご紹介

●青の洞窟 Chef’s Collection
（日清フーズ（株）：冷凍食品）
「青の洞窟 Chef’s Collection」は、片岡護（西麻布・アルポルト）、日
良実（広尾・アクアパッツァ）、マリオ・フリットリ（白金台・ルク

ソール）というイタリア料理界の達人が、「青の洞窟」のために腕を
振るった新ブランドです。シェフ
の卓越した感性と、当社グルー
プの技術の融合によって完成し
た同製品は、シェフがそのおい
しさを認めた最高級品として、自
信を持ってお届けする冷凍食品
の新シリーズです。
（平成17年2月新発売）

●日清 フラワー 小麦粉密封チャック付
（日清フーズ（株）：小麦粉）
長年お客様にご愛顧いただいている小麦
粉「日清 フラワー」に、開閉がしやすく保
存にも便利な密封チャック付パッケージ
商品を新たに追加いたしました。もっと使
いやすく、というお客様の声にお応えする
この新パッケージは、素材を紙袋からよ
り環境負荷の低いプラスティック（ポリエ
チレン）袋へ変更し、包装資材製造段階時
までのCO2発生量も削減するなど、環境
にも配慮したものとなっております。
（平成17年2月全国発売）

●キューテンゼリー
（日清ファルマ（株）：コエンザイムQ10）
コエンザイムQ10をゼリー飲料で摂り
たいというご要望にお応えするため、
｢キューテンゼリー｣を新発売いたしま
した。空腹時でも吸収性が高い水溶
化コエンザイムQ10を使用し、爽やか
なグレープフルーツ味でカロリーオ
フ。一袋にコエンザイムQ10を30mg
配合したキレイと元気を素早く補給す
るゼリー型サプリメントです。
（平成17年4月新発売）

●キューテンライフ
（日清ファルマ（株）：コエンザイムQ10）
日清ファルマ（株）の先進技術により生まれた高濃度水溶化コエ
ンザイムQ10を使用し、飲みや
すい小さな一粒にコエンザイム
Q10 30mgをしっかりと配合し
た「キューテンライフ」を新発売
いたしました。水溶性なので空
腹時でも高い吸収性が得られ
ます。
（平成17年4月新発売）

●マ・マー いつもとちがうパスタソース カルボナーラ
（日清フーズ（株）：パスタソース）
良質な卵黄・生クリーム・パルメザンチー
ズ・バターを独自製法でクリーミーに仕上
げ、粗挽き黒コショウでアクセントを加え、
おいしさにこだわったパスタソースが新登
場いたしました。家庭ではなかなか実現し
にくいクリーミーで深いコクのあるおいしさ
がお楽しみいただける、いつもとちがうカ
ルボナーラです。
（平成17年2月新発売）

●キャラット・懐石小鉢（70g）
（日清ペットフード（株）：猫用ドライフード）
「キャラット・懐石小鉢」は、一食分のご馳走を出来たてパックし、
シールをはがすだけでそのまま与えられる傾斜型トレーを採用し
た、利便性の高い商品です。小
魚から抽出したエキスを粉末化
し、ドライフードにまぶすことで
さらに猫の嗜好性を高めており、
「まぐろ&かつお味」、「まぐろ&さ
さみ味」、「まぐろ&白身魚味」、
「まぐろ&野菜味」の4種類をライ
ンナップいたしました。
（平成17年3月新発売）

16
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連結財務ハイライト

平成13年3月 平成14年3月 平成15年3月 平成16年3月 平成17年3月
第157期 第158期 第159期 第160期 第161期 対前年 増減率

経営成績
売上高（百万円） 402,937 397,173 402,313 434,125 416,222 △ 17,902 △ 4.1%
営業利益（百万円） 18,504 15,593 17,706 21,756 22,896 ＋ 1,139 ＋ 5.2%
経常利益（百万円） 19,652 17,467 19,937 22,893 25,120 ＋ 2,227 ＋ 9.7%
当期純利益（百万円） 11,136 9,334 10,575 11,575 13,597 ＋ 2,022 ＋ 17.5%
利益率
売上高営業利益率 4.6% 3.9% 4.4% 5.0% 5.5% ＋ 0.5%
売上高経常利益率 4.9% 4.4% 5.0% 5.3% 6.0% ＋ 0.7%
売上高当期純利益率 2.8% 2.4% 2.6% 2.7% 3.3% ＋ 0.6%
株主資本当期純利益率（ROE） 6.0% 4.2% 5.0% 5.2% 5.8% ＋ 0.6%
財務状況
総資産（百万円） 294,474 340,637 316,330 359,820 372,968 ＋ 13,148 ＋ 3.7%
株主資本（百万円） 186,138 215,354 211,197 230,555 241,282 ＋ 10,726 ＋ 4.7%
株主資本比率 63.2% 63.2% 66.8% 64.1% 64.7% ＋ 0.6%
1株当たり指標
当期純利益（円） 45.07 38.40 44.29 49.16 58.06 ＋ 8.90
株主資本（円） 762.84 904.15 904.80 996.59 1,042.92 ＋ 46.33
配当金（円） 8 8 9 11 14 ＋ 3

［連結財務ハイライト（平成13年3月期～平成17年3月期）］

連結業績見通し

（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） 416,222 435,000 ＋ 18,778 ＋ 4.5%

経常利益（百万円） 25,120 25,500 ＋ 380 ＋ 1.5%

当期純利益（百万円） 13,597 13,300 △ 297 △ 2.2%

平成17年3月期実績 平成18年3月期見通し 前年差 前年比

［平成18年3月期連結業績見通し］
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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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■1株当たり当期純利益（円）■株主資本当期純利益率（ROE）（%）

（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。

※第158期の株主資本当期純利益率（ROE）が大きく減少しているのは、主として時
価会計導入に伴い、有価証券が時価評価された影響によるものです。
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連結決算の状況

連結貸借対照表
（平成17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 158,289 170,349 12,060
固定資産 201,530 202,618 1,088
資産合計 359,820 372,968 13,148
（負債の部）
流動負債 64,026 67,380 3,353
固定負債 39,873 37,545 △ 2,327
負債合計 103,899 104,925 1,025
（少数株主持分）
少数株主持分 25,364 26,760 1,396
（資本の部）
資本金 17,117 17,117 ―
資本剰余金 9,446 9,452 5
利益剰余金 179,241 190,699 11,457
その他有価証券評価差額金 27,177 26,688 △ 488
為替換算調整勘定 △ 1,012 △ 1,216 △ 204
自己株式 △ 1,414 △ 1,459 △ 44
資本合計 230,555 241,282 10,726
負債、少数株主持分及び資本合計 359,820 372,968 13,148

連結損益計算書
（平成16年4月1日から平成17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
(16年3月31日) (17年3月31日) （△は減）

売上高 434,125 416,222 △ 17,902
売上原価 302,079 283,455 △ 18,623
売上総利益 132,046 132,766 720
販売費及び一般管理費 110,289 109,870 △ 418
営業利益 21,756 22,896 1,139
営業外収益 2,442 3,358 916
営業外費用 1,305 1,134 △ 171
経常利益 22,893 25,120 2,227
特別利益 3,366 1,397 △ 1,968
特別損失 3,048 1,455 △ 1,592
税金等調整前当期純利益 23,211 25,062 1,851
法人税、住民税及び事業税 10,269 8,525 △ 1,743
法人税等調整額 △ 535 890 1,425
少数株主利益 1,902 2,048 145
当期純利益 11,575 13,597 2,022

（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 （15年4月1日～ （16年4月1日～
16年3月31日） 17年3月31日) （△は減）

各事業において出荷伸長を図った影響により、受取手形、売掛
金、たな卸資産が増加し、流動資産が大きく増加しております。
中でも受注が高水準で推移した日清エンジニアリング（株）で
の増加が顕著でありました。

流動資産

好調な業績を背景に利益剰余金が大きく増加しております。

利益剰余金

売上高

経常利益

主力の製粉事業、食品事業を始めとする各事業において、販促
活動や新チャネル開拓を積極的に進めて出荷伸長を図りました
が、一昨年10月に配合飼料事業を持分法適用会社に移行させ
た影響により減収となりました。

各事業において出荷伸長を図るとともに、引き続きコスト削減を
実現し、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2年連続で過去最高を更新しました。中でも、日清ファ
ルマ（株）、日清エンジニアリング（株）が大きく業績を向上させ
ております。
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単独決算の状況

単位：百万円

連結剰余金計算書
（平成16年4月1日から平成17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 0
資本剰余金増加高 0 5 5
資本剰余金期末残高 9,446 9,452 5
（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 11,582 14,376 2,794
利益剰余金減少高 4,530 2,918 △ 1,612
利益剰余金期末残高 179,241 190,699 11,457

単位：百万円

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17年3月31日まで）

営業活動によるキャッシュ・フロー 20,999 21,567 567
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 7,931 △ 17,590 △ 9,658
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 7,549 △ 4,317 3,232
現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 129 21 151
現金及び現金同等物の増減額 5,389 △ 317 △ 5,707
現金及び現金同等物の期首残高 48,789 54,154 5,365
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 ― 210 210

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △ 23 ― 23

現金及び現金同等物の期末残高 54,154 54,047 △ 107
（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 （15年4月1日～ （16年4月1日～
16年3月31日） 17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 （15年4月1日～ （16年4月1日～
16年3月31日） 17年3月31日) （△は減）

現金及び現金同等物の期末残高

貸借対照表
（平成17年3月31日現在） 単位：百万円

（資産の部）
流動資産 43,959 35,689 △ 8,270
固定資産 178,472 175,051 △ 3,420
資産合計 222,432 210,741 △ 11,690
（負債の部）
流動負債 19,204 3,638 △ 15,565
固定負債 16,148 14,827 △ 1,321
負債合計 35,352 18,466 △ 16,886
（資本の部）
資本金 17,117 17,117 ―
資本剰余金 9,446 9,452 5
利益剰余金 139,863 146,430 6,567
その他有価証券評価差額金 22,013 20,680 △ 1,332
自己株式 △ 1,362 △ 1,406 △ 44
資本合計 187,079 192,274 5,195
負債及び資本合計 222,432 210,741 △ 11,690

単位：百万円

損益計算書
（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）

科　　　目 前期 当期 比　較
(16年3月31日) (17年3月31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。

前期 当期 比 較
科　　　目 （15年4月1日～ （16年4月1日～

16年3月31日） 17年3月31日) （△は減）

営業収益 17,856 19,138 1,282
営業費用 11,503 11,164 △ 338
営業利益 6,352 7,973 1,621

営業外収益 731 1,052 321
営業外費用 133 79 △ 53
経常利益 6,950 8,946 1,995

特別利益 2,551 1,204 △ 1,346
特別損失 2,132 195 △ 1,936
税引前当期純利益 7,369 9,955 2,585
法人税、住民税及び事業税 19 28 9
法人税等調整額 △ 815 534 1,350
当期純利益 8,165 9,392 1,226
前期繰越利益 20,522 24,017 3,495
自己株式消却額 2,088 ― △ 2,088
中間配当額 1,051 1,274 222
当期未処分利益 25,548 32,135 6,587

（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。

摘　　　要 前期 当期 比 較
（16年3月） （17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16年12月10日に1,274百万円（1株につき5.5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 25,548 32,135 6,587
特別償却準備金取崩額 22 14 △ 8
固定資産圧縮積立金取崩額 29 40 10
固定資産圧縮特別勘定積立金取崩額 ― 49 49

計 25,600 32,240 6,639
これを次のとおり処分します。
利益配当金 1,505 1,968 463

（1株につき6.5円） （1株につき8.5円）

取締役賞与金 45 55 10
固定資産圧縮積立金 32 93 61
準備積立金 ― 6,000 6,000
次期繰越利益 24,017 24,122 105

営業活動による資金は順調な業績を受けて増加しましたが、こ
の資金を戦略投資に投入し、積極的なキャッシュの活用を図る
とともに、株主の皆様への利益還元として前期を上回る配当を
実施し、現金及び現金同等物の期末残高はほぼ前年並みとなり
ました。
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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
13,328名（前期末比152名減）

■大株主（上位10名）

株主名 持株数（千株） 出資比率（％）
日本生命保険相互会社 13,657 5.8
山崎製パン株式会社 12,764 5.4
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 11,653 4.9
（信託口）
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 9,769 4.1
（信託口）
株式会社みずほコーポレート銀行 9,039 3.8
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
住友商事株式会社 4,577 1.9
株式会社三井住友銀行 4,172 1.7
農林中央金庫 4,081 1.7
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■株価の推移

株式の状況（平成17年3月31日現在）

■株式分布状況

所有者別 所有株数別

その他法人（ 342名）44,797千株（19.2%）
個人・その他（12,586名）35,106千株（15.1%）
外国人 （ 246名）42,264千株（18.1%）
証券会社 （ 31名） 2,387千株（ 1.0%）

金融機関（123名）
108,658千株（46.6％）

100万株以上（46名）
145,037千株（62.2％）

10万株以上（ 139名）47,534千株（20.4%）
1万株以上 （ 896名）18,972千株（ 8.1%）
1,000株以上（8,406名）20,752千株（ 8.9%）
1,000株未満（3,841名） 917千株（ 0.4%）
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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

※平成17年10月3日付をもって500株に変更
いたします。

■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

■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（平成17年3月31日現在）
■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（平成17年6月28日現在）

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
取締役
取締役
取締役
取締役

常任監査役（常勤）
監査役（常勤）
監査役
監査役

正　田　　　修

長谷川　浩　嗣

村　上　一　平
中　村 司
中　村　　　勝
大　田　雅　巳
山　田　幸　良
宮　内　泰　高
池　田　和　穗

伊　藤　健　夫
大　石　公　雄
畠　山　保　雄
奥　村　有　敬

■事業所

本社 東京都千代田区
研究所 埼玉県入間郡
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。

3. 次回の配当金から、銀行口座に加え、郵便貯金口座（通常貯金口座）への振

込によるお受け取りができるようになりましたので、ご希望の株主様は、名

義書換代理人のフリーダイヤル0120－87－2031に配当金振込指定書を

ご請求の上、お申込み下さい。
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