
第162期　中間事業報告書

株主のみなさまへ
平成17年4月1日から平成17年9月30日まで

健康と信頼をお届けする
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今後も株主の皆様のご期待に応えるよう利益還元を機動的
に行ってまいります。なお、株式の流動性向上、個人投資家
層の拡大を図るため、本年10月3日付をもって、1単元の株
式の数を1,000株から500株に変更いたしました。
当社は、第二次中期経営計画の着実な達成に向けて、海

外事業、中食・惣菜事業を始めとする成長領域へ経営資源
を投入し、新市場開拓を進めるとともに、製粉事業、加工食
品事業等において主要製品のシェアアップ、コスト体質強化
など事業基盤確立施策を推進してまいります。また、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
極的に推進するとともに、製品の安心・安全の維持向上を図
るため品質保証体制を一層強化し、併せて廃棄物の削減や
CO2排出量の削減等、環境保全活動を推進し、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、当社グループは、「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
入していくとともに、それ以外の事業を含めて勝ち組事業の
連合体としてグループ全体の発展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162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、設備投資が牽引となっ

て内需主導型の自律的な回復基調にあり、企業を取り巻く
環境は改善されつつありますが、原油高騰に伴う素材原料
価格の上昇もあり、一部不透明感が漂っております。
このような経営環境の中で、当社グループは「成長」を基
本命題とする第二次中期経営計画がスタートし、各事業に
おいて、お客様のニーズを先取りした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りました。特に、水溶化コエンザイム
Q10の素材及び消費者向け製品の市場への浸透を進めた日
清ファルマ（株）、大口工事が順調に完工した日清エンジニ
アリング（株）が業績を大きく向上させました。また、新たな
視点での改善や仕組みの見直しを通じ、徹底したコスト削
減施策に取り組んでまいりました。
以上の結果、売上高は2,117億61百万円（前年同期比

3.8％増）となりました。利益面におきましては、経常利益は
116億円（前年同期比6.3％増）と3年連続で過去最高となり、
中間純利益も62億44百万円（前年同期比13.2％増）と過去
最高を更新いたしました。
当社では以前から株主の皆様への利益還元を積極的に進
めており、当期におきましては、更に年間配当を1円増配し
て15円とし、4年連続の増配を予定しております。中間配当
につきましては、1株当たり1.5円増配し7円を実施させてい
ただきました。また、今中間期に自己株式の取得を2,000千
株、22億96百万円実施するとともに、本年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した。

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17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49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9月30日現在）
■製粉事業 1,285名
■食品事業 2,977名
■その他事業等 673名
■グループ本社 243名
合計 5,178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

製粉事業

◆ 日清丸紅飼料株式会社

◆ 日清ペットフード株式会社

◆ 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）
◆ 新日清製粉食品（青島）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
◆ エスケーフーヅ株式会社
◆ 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
◆ CNK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）

◆ 恩美絲（上海）紗網貿易有限公司（中国）
◆ 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

（注）イニシオフーズ株式会社は本年10月1日を合併期日として株式会社三幸を吸収合併いたしました。
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ホームページの取組み ―皆さまに楽しんでいただけるサイトへ―

当社グループはホームページを通じた情報提供を重視し、内容の充実を図っています。特に、ＩＲ情報、商品関

連情報、また、小麦粉に親しんでいただくための文化的な情報に力を入れ、わかりやすく利用しやすいサイトを

心がけています。

トップページでは、お探しの情報が一目でわかるように情報を整理しています。

メニューバーをクリックすると、更に細かなメニューに導かれ、必要な情報にす

ぐにアクセスできます。また、キャンペーン情報や新設コーナーなどの最新情

報のバナー（情報の内容を示すボタン）もトップページの目立つ場所に配置

し、訪れた方々の興味を引くように工夫しています。さらに、動画を採用して画

面の楽しさを演出し、何度も訪れたくなるようなサイトを目指しています。

小麦粉にもっと親しんでいただくために、小麦粉にまつわる情報をバラエティ豊

かに提供しています。今年10月からは「こむぎ粉くらぶ」を新設し、小麦粉によ

るお料理のレシピや、小麦粉に関するエッセイ、料理店の紹介など、幅広い方々

に楽しんでいただけるメニューを取り揃えています。メニューの一つ「粉料理名

鑑」では、毎回、小麦粉を使った料理の作り方をご紹介していきますが、第１回

目はうどんの打ち方を動画でご紹介してご好評をいただきました。今後も、随

時情報を更新し、何度も訪れたくなるような楽しいコーナーにしていきたいと考

えています。

文化的情報

「こむぎ粉くらぶ」

決算関連情報や株価情報だけで

なく、経営の基本方針、中期的

な経営戦略、株主優待情報な

ど、株主・投資家の皆さまの関

心が高い情報を整理して提供し

ています。また、決算短信や事業

報告書については最新のものか

らバックナンバーまで掲載し、利

便性を高めています。

新商品・リニューアル商品から、おな

じみの商品まで、日清製粉グループの

商品を写真と特徴の説明文とともに

ご紹介しています。特に新商品ではす

べてのラインナップを見ることができ、

購入の際の参考にしていただけます。 12月からweb限定で「アルデンティ

ーノ」のショートムービーを掲載します。

“レンジで100秒で作れる”「アルデン

ティーノ」の特徴を、気軽に楽しめる

エンターテイメント作品にまとめたも

ので、主演は同TVCMでもおなじみの

人気女優、小西真奈美さんです。

これまでにない新たな取組みとして、

新しい層の支持が期待されます。

「青の洞窟」、「コエンザイムQ10」など

各ブランドサイトを集めたコーナーで

す。ブランドのバナーをクリックする

だけで、お目当てのサイトに簡単に

飛ぶことができ、商品の詳しい情報

などを見ることができます。

商品関連情報

「ブランドサイト」

「商品情報」

IR情報

「株主・投資家の皆さまへ」

1

3 web限定の新たな取組み

2

http://www.nisshin.com/

1

3

2
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営業の概況

製粉事業

〈当中間期の概況〉
国内の小麦粉市場は少子高齢化の進展等の影響に伴い
出荷が前年を下回る厳しい環境にありましたが、日清製
粉（株）は得意先とのリレーションシップ・マーケティング
の推進による拡販に注力し、積極的に販売促進費を投入
した結果、出荷は前年を上回りました。また本年8月には
フランスの伝統的な味わいを今に伝える業務用プレミア
ム小麦粉「メゾンカイザートラディショナル」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・物流面では引き続きローコストオペレー

ションを推進するとともに、高品質の小麦粉の効率的な生
産体制確立を目指して東灘工場増設工事に着手いたしま
した。また品質管理面では、小麦粉の製造から流通・保管
まで広範囲にわたって安心・安全対策を更に強化してまい
りました。
海外事業におきましては、昨年12月に竣工したカナダ

の新製粉工場が順調に稼働し、バンクーバー市場を中心
として出荷伸長を図るとともに、米国西海岸への販売も
開始しております。
副製品であるふすまにつきましては、市況は前年と比

べて軟調に推移いたしました。

〈通期の見通し〉
日清製粉（株）につきましては、主力ユーザーであるパ

ン業界、麺業界の需要低迷により国内小麦粉市場の伸び
が期待できない中、市場の変化、ニーズを迅速かつ的確
に捉えた新製品開発や販売促進の提案を行うなどお客様
との関係強化を一層推進し、更なるシェアアップと新た
な市場創造を図っていきます。
また、来るべき自由化を見据え、東灘工場増設と神戸
工場閉鎖の構造改善施策を平成20年春完了に向けて着
実に推進いたします。同時に、生産面のみならずすべて
の領域におけるコスト体質の強化を図り、業界における圧
倒的な競争優位を確立してまいります。品質管理面では、
安心・安全施策の遂行と環境への配慮を更に推進いたし
ます。
海外戦略につきましては、日本、北米西海岸、タイの

3拠点を中心に環太平洋戦略を推進してまいります。

日清製粉（株）
「大江戸めん祭り2005」に出展

日清製粉（株）
業務用プレミアム小麦粉
「メゾンカイザートラディショナル」講習会風景
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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、本年「マ・マー」ブランド誕生50
周年を迎え、積極的なマーケティング活動や販促活動を推進した
結果、パスタ、パスタソース及び冷凍食品の出荷は前年を上回り
ました。また、プレミックスも国内におきましては天ぷら粉、から揚
げ粉、ベーカリー向けなどが好調に推移するとともに、タイ、中国
等の海外での販売も前年を大きく上回りました。本年8月にはレン
ジパスタ「マ・マー アルデンティーノ」のパッケージ刷新・食感向上
等全面リニューアルの実施、新機軸のショートパスタ「マ・マー パ
ケットパスタ」シリーズの発売など家庭用常温食品におきまして新
製品14品目、リニューアル品27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、新製品9品目、リニューアル品7品目
を発売いたしました。中食・惣菜事業につきましては、量販店との
取組みを進めるとともに、本年9月に埼玉・白岡にイニシオフーズ
（株）として初めての惣菜工場が竣工し、直営店の「八季」武蔵境店
が開店するなど着実に事業の拡大を図ってまいりました。

オリエンタル酵母工業（株）につきましては、本年5月にお客様に
対し新製品や新メニューの提案を行うプレゼンテーション機能と
R&D機能を併せ持つP&Bセンターが完成し、その有効活用を図
っております。食品部門では主力のイーストやフラワーペーストな
ど製パン用原料素材やミネラル酵母類の出荷が堅調に推移すると
ともに、本年7月には三共フーヅ（株）から営業を譲り受けたエス
ケーフーヅ（株）が事業を開始し売上げは前年を上回りました。バ
イオ部門はバイオニュートリショナル製品の出荷は順調に推移し
ましたが、養魚飼料が低迷し、売上げはほぼ前年並となりました。
日清ファルマ（株）につきましては、主力のコエンザイムQ10の需
要が引き続き堅調に推移する中、付加価値製品の販売に注力し、
水溶化コエンザイムQ10の素材「アクアQ10」と消費者向け製品の
売上げが大きく伸長いたしました。また、本年9月には「マルチV.
m. Q10」を発売するなどコエンザイムQ10製品の品揃え強化を図
ると同時に、コエンザイムQ10以外の新素材・新製品開発にも注力
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」

をコーポレートスローガンに食卓提案企業として、健康に主眼を置
いた新製品を開発・投入し、「マ･マー 50周年」を記念したキャンペ
ーンを中心に積極的な販売活動を推進いたします。また、安心・安
全施策の遂行による品質管理の強化を行うとともに、更なるコス
ト削減を図ってまいります。中食・惣菜事業につきましては、イニシ
オフーズ（株）と（株）三幸の経営統合を本年10月に実施し、業容拡
大のスピードアップを図っていきます。海外展開につきましては、中
国、タイにおけるプレミックスの売上げが大きく伸長していること
を踏まえて、中国プレミックス事業の製造能力倍増に着手するな
ど、第二次中期経営計画の「成長」のメインエンジンである海外事
業の拡大を着実に進めております。
オリエンタル酵母工業（株）につきましては、食品部門では引き続
き積極的な新製品開発やお客様のニーズにお応えする高付加価
値製品の拡販を促進するとともに、バイオ部門ではISO13485（体

外診断薬や医療機器の品質規格）の認証取得を踏まえて研究支援
事業を更に拡大させ、グループ会社との緊密な連携により一層の
シナジーを図ってまいります。
日清ファルマ（株）につきましては、本年11月に高濃度水溶化コ

エンザイムQ10製造ラインが稼働し、付加価値の高い水溶化素材
「アクアQ10」の拡販を図っていきます。また、消費者向け製品の積
極的な広告宣伝活動や販売促進活動を推進し認知度の更なる向
上を図るとともに、首都圏に限定していた販売エリアの拡大を一部
製品において実施いたします。併せて、生活習慣病に重点をおい
た新素材の探求とそれ
らの素材を活用した新
製品開発に注力してまい
ります。

日清フーズ（株）
秋冬新製品発表会風景
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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、積極的な拡販施

策を推進し、猫用フード、犬用フードとも出荷は好調に推
移しました。また本年4月には愛犬の種類､年齢、体調等
に合わせたセミオーダー型の犬用フード「マルチバラン
スドッグフード」を通販専用商品として発売いたしました。
日清エンジニアリング（株）につきましては、企業の設備
投資が意欲的な中、高水準の受注を維持し大口工事が順
調に完工したことにより売上げは前年を大幅に上回りま

した。また粉体機器販売及び粉体受託加工においても新
たな販路の開拓に努め、売上げを大きく伸ばしました。
ＮＢＣ（株）につきましては、主力のスクリーン印刷用メッ
シュクロスは、国内・海外とも売上げは前年比微増で推
移いたしましたが、産業資材用メッシュクロスの携帯電
話用、印刷ＯＡ用等及び化成品の自動車用、家電用フィル
ター等は共に順調に推移し、全体で売上げは前年を上回
りました。

〈通期の見通し〉
日清ペットフード（株）につきましては、外資系メーカー
が上位を占める業界において、国産メーカーとしての利
点を活かし、安心・安全・健康により差別化した新製品開
発、販売促進によるプレゼンスの向上を図ってまいりま
す。そのため犬用プレミアム市場を本格的に開拓すると
ともに、既存品についても新製品の投入や主力ブランド
のラインナップ強化により事業の拡大を図っていきます。
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積極的な拡販を図っ
ていきます。
ＮＢＣ（株）につきましては、世界市場において継続的な
成長を目指してシェアアップを図ってまいります。また、
既存製品における品質向上と生産効率向上などコスト競
争力の更なる強化を図るとともに、新技術開発に注力い
たします。

日清エンジニアリング（株）
「インターフェックスNY」に出展
（アメリカニューヨークにて開催）

日清ペットフード（株）
「マルチバランスドッグフード」
シリーズ
（通信販売専用ドッグフード）
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新製品のご紹介

●マ・マー アルデンティーノ
（日清フーズ（株）：電子レンジ対応パスタ）
「マ・マーアルデンティーノ」は、品質、パッケージデザインともに
リニューアルを行い、待望のクリーム系「サーモンクリーム」も新
発売しました。品質については、麺の
食感・ほぐれやすさを改良したほか、
パスタソースの風味も改良すること
で、1箱での満足感を大きく向上。ま
た、調理時間は従来の120秒（500W）
から100秒に短縮。パッケージについ
ては、「いまどき感」を感じさせるスタ
イリッシュなデザインに変更しました。
（平成17年8月新発売）

●青の洞窟 シェフズコレクション
（日清フーズ（株）：パスタソース）
発売10周年を迎える“イタリアのこだ
わり”「青の洞窟」シリーズから、イタリ
ア料理界の巨匠とコラボレーションし
た究極のパスタソース「シェフズコレ
クション」を発売。このシリーズは、製
法の異なる2つのソースを組み合わせ
る等、数種の工夫を施すことによって
各巨匠ならではの質の高い本格的な
パスタソースの味わいを可能な限り
忠実に再現しました。
（平成17年8月新発売）

●マルチV.m.Ｑ10
（日清ファルマ（株）：コエンザイムQ10）
ビタミン、ミネラルに加え、いつ飲んでも
吸収のよい水溶化コエンザイムQ10を配
合。1日5粒で健康づくりに必要な栄養をま
とめて補給できる、便利なタブレットサプ
リメントです。ビタミン12種類は充足率※の
100%、ミネラルは33％、コエンザイムQ10
30mgを配合しました。
※厚生労働省「栄養素等表示基準値」に基づく

（平成17年9月新発売）

●マ・マー 生パスタシリーズ
（日清フーズ（株）：冷凍食品）
「マ・マー FROZEN FOOD 弾む生パスタ＆カルボナーラ」は、
チーズ（パルミジャーノレッジャーノ）・卵黄・生クリームのコク豊か
な味わいと、ふんわりと軽くなめらかな食感をお楽しみいただけま
す。「同完熟トマトソー
ス」は、9種類の野菜
の旨みを活かした贅
沢なソースで、女性に
も人気の高い豆（レッ
ドキドニービーンズ）
をトッピングしました。
（平成17年8月新発売）

●メゾンカイザートラディショナル
（日清製粉（株）：業務用小麦粉）
フランスの著名なベーカリー「メゾンカイ
ザー」のオーナーであるエリック・カイザー
氏と共同開発を行った小麦粉です。香り
高く、深い味わいがある伝統的なフランス
パンに最適なプレミアム小麦粉ですが、食
事パン全般にも幅広く活用できます。
（平成17年8月新発売）

●ラン・遊膳2dish
骨・関節の健康に配慮（400g）

（日清ペットフード（株）：犬用ドライフード）
「健康とおいしさ」を追求した、小
型犬のためのドッグフードです。
グルコサミンとミルクカルシウム
を配合し、愛犬の骨・関節の健康
に配慮しました。ジッパー付きの
小分けパックで、いつでも開けた
てのおいしさが楽しめます。
（平成17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17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 159,344 165,187 5,843
固定資産 198,536 215,903 17,367
資産合計 357,880 381,091 23,210
（負債の部）
流動負債 63,690 63,193 △ 496
固定負債 36,989 40,116 3,127
負債合計 100,679 103,310 2,630
（少数株主持分）
少数株主持分 25,786 26,536 750
（資本の部）
資本金 17,117 17,117 ―
資本剰余金 9,449 9,486 36
利益剰余金 183,114 194,801 11,687
その他有価証券評価差額金 24,153 33,843 9,690
為替換算調整勘定 △ 1,036 △ 871 165
自己株式 △ 1,383 △ 3,133 △ 1,750
資本合計 231,414 251,244 19,829
負債、少数株主持分及び資本合計 357,880 381,091 23,210

中間連結損益計算書
（平成17年4月1日から平成17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
(16年9月30日) (17年9月30日) （△は減）

売上高 204,078 211,761 7,682
売上原価 138,855 144,681 5,825
売上総利益 65,223 67,079 1,856
販売費及び一般管理費 55,479 56,820 1,340
営業利益 9,743 10,259 515
営業外収益 1,777 1,751 △ 26
営業外費用 608 410 △ 197
経常利益 10,913 11,600 687
特別利益 602 340 △ 262
特別損失 862 382 △ 480
税金等調整前中間純利益 10,653 11,558 905
法人税、住民税及び事業税 4,163 4,470 306
少数株主利益 971 843 △ 128
中間純利益 5,517 6,244 726

（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 （16年4月1日～ （17年4月1日～
16年9月30日） 17年9月30日) （△は減）

国内の株式市況が堅調に推移した影響により、当社グループ保
有の投資有価証券の時価評価差額金が増加し、固定資産の投
資有価証券、固定負債の繰延税金負債、その他有価証券評価差
額金の科目がそれぞれ大きく増加しております。

固定資産、固定負債、その他有価証券評価差額金

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

「成長」を基本命題とする第二次中期経営計画がスタートし、各
事業において、新製品や付加価値製品の市場投入及び販促活
動、新しいチャネル開拓を積極的に進め出荷伸長を図った結果、
売上高は前年を上回りました。

各事業における出荷伸長に加え、引き続きコスト削減を実現し、
「成長」に伴う戦略的な経費支出増加を吸収し、経常利益は3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

中間連結剰余金計算書
（平成17年4月1日から平成17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 9,452 5
資本剰余金増加高 2 34 31
資本剰余金中間期末残高 9,449 9,486 36
（利益剰余金の部）
利益剰余金期首残高 179,241 190,699 11,457
利益剰余金増加高 5,517 6,244 726
利益剰余金減少高 1,644 2,141 497
利益剰余金中間期末残高 183,114 194,801 11,687

単位：百万円

中間連結キャッシュ・フロー計算書
（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,628 10,822 3,193

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 7,102 △ 13,667 △ 6,565

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 2,507 △ 4,756 △ 2,248

現金及び現金同等物に係る換算差額 45 60 15

現金及び現金同等物の増減額 △ 1,935 △ 7,540 △ 5,604

現金及び現金同等物の期首残高 54,154 54,047 △ 107

現金及び現金同等物の中間期末残高 52,218 46,506 △ 5,711

（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 （16年4月1日～ （17年4月1日～
16年9月30日） 17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 （16年4月1日～ （17年4月1日～
16年9月30日） 17年9月30日) （△は減）

現金及び現金同等物の中間期末残高

中間貸借対照表
（平成17年9月30日現在）

単位：百万円

（資産の部）
流動資産 45,246 45,690 443
固定資産 171,703 189,338 17,634
資産合計 216,949 235,028 18,078
（負債の部）
流動負債 11,016 11,551 534
固定負債 14,210 18,394 4,184
負債合計 25,227 29,946 4,719
（資本の部）
資本金 17,117 17,117 ―
資本剰余金 9,449 9,500 50
利益剰余金 147,065 154,914 7,849
その他有価証券評価差額金 19,420 26,629 7,209
自己株式 △ 1,330 △ 3,080 △ 1,749
資本合計 191,722 205,082 13,359
負債及び資本合計 216,949 235,028 18,078

単位：百万円

中間損益計算書
（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）

科　　　目 前年中間期 当中間期 比　較
（16年9月30日） （17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 （16年4月1日～ （17年4月1日～
16年9月30日） 17年9月30日) （△は減）

営業収益 13,857 15,613 1,755
営業費用 5,787 5,550 △ 236
営業利益 8,070 10,062 1,992
営業外収益 571 525 △ 46
営業外費用 52 54 1
経常利益 8,589 10,534 1,945
特別利益 425 137 △ 288
特別損失 147 ― △ 147
税引前中間純利益 8,867 10,671 1,803
法人税、住民税及び事業税 115 150 35
中間純利益 8,752 10,521 1,768
前期繰越利益 24,017 24,122 105
自己株式処分差損 ― △ 13 △ 13
中間未処分利益 32,770 34,630 1,859

（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。

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
の資金を戦略投資へ投入し、効率的な資金運用による活用を図
るとともに、株主の皆様への一層の利益還元として増配、自己株
式取得を実施し、現金及び現金同等物の当中間期末残高は前
年度期末残高（当中間期期首残高）と比べて減少しました。
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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） 416,222 429,000 ＋ 12,778 ＋ 3.1%

経常利益（百万円） 25,120 25,500 ＋ 380 ＋ 1.5%

当期純利益（百万円） 13,597 13,700 ＋ 103 ＋ 0.8%

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］

連結業績推移
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■会社が発行する株式の総数
932,856,000株

■発行済株式の総数
233,214,044株
※平成17年11月18日をもって、1株を1.1株に分割いたしましたの
で、発行済株式の総数は23,321,404株増加し、256,535,448株と
なりました。

■株主数
13,272名（前期末比56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 11,879 5.0
（信託口）
株式会社みずほコーポレート銀行 9,039 3.8
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 7,172 3.0
（信託口）
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 4,196 1.7
農林中央金庫 4,081 1.7

株式の状況（平成17年9月30日現在）
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■株価の推移

■株式分布状況

所有者別 所有株数別

その他法人（ 355名）43,868千株（18.8%）
個人・その他（12,537名）36,693千株（15.7%）
外国人 （ 237名）41,631千株（17.9%）
証券会社 （ 27名） 5,311千株（ 2.3%）

金融機関（116名）
105,709千株（45.3％）

100万株以上（52名）
149,809千株（64.2％）

10万株以上（ 132名）43,449千株（18.6%）
1万株以上 （ 899名）18,331千株（ 7.9%）
1,000株以上（8,402名）20,717千株（ 8.9%）
1,000株未満（3,787名） 905千株（ 0.4%）

＊平成17年9月30日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主様の所有株式数を1株につき1.1株の割合で分割いたしました。
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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
500株

※平成17年10月3日付をもって1,000株から
500株に変更いたしました。

■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17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
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 埼玉県入間郡大井町（現 ふじみ野市）
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

（500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（500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. 銀行口座に加え、郵便貯金口座（通常貯金口座）への振込による配当金のお

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。




