
第162期　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18年3月31日まで

健康と信頼をお届けする
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原油高等に起因した原料資材調達コスト高騰、少子高齢
化の影響もあり加工食品全般としての需要の伸び悩み、
さらには低価格志向の継続の懸念など、企業を取巻く
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

基本命題に昨年から第二次中期経営計画をスタートさ
せ、グループの各事業を実感できる成長路線に乗せる
ことを目指しております。特に海外事業と中食・惣菜事
業を計画達成のメインエンジンとして位置付けるととも
に、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ISO22000の取得への取組み等品質保証体制の
一層の強化や新たな発想でのコスト削減施策を遂行し、
さらには内部統制制度の再構築やコンプライアンスの
徹底、食品安全、環境保護等の各種施策を積極的に実
行してまいります。
以上の諸課題を強力に推進し、WTO（世界貿易機関）
農業交渉等の進展や国内諸制度の改革に合わせ、持株
会社である当社を中核に、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18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162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、堅調な海外経済、内需の
回復傾向に支えられ、企業の業績が回復してきており、
設備投資の活発化や個人消費の緩やかな増加などデフ
レも脱却に向かいつつありますが、一方原油価格の高騰
や秋期の天候不順等による需要低迷、さらには食品業
界を取り巻く低価格志向が継続しており、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。
当社は各事業において、販売促進活動や新チャネル

開拓を積極的に進め出荷伸長を図りました結果、連結
業績につきましては、売上高は4,213億59百万円（前期
比1.2％増）と増収となりましたが、「成長」に向けて販売
促進費や新製品上市の費用等戦略経費の投入と安心・
安全への投資を継続したことから、経常利益は247億
74百万円（前期比1.4％減）、当期純利益は135億41百
万円（前期比0.4％減）と減益となりました。
なお、株主の皆様への一層の利益還元として、1株当

たり4円増配し、年間配当を18円とさせていただくとと
もに、当期におきましても自己株式の取得を2,000千株、
22億96百万円実施いたしました。さらに、平成17年11
月18日付をもって普通株式を1.1株に分割させていた
だきました。
また、株式の流動性向上、個人投資家層の拡大を図る
ため、単元株式数を平成17年10月3日付をもって1,000
株から500株に引下げいたしました。
今後の見通しにつきましては、国内経済が順調に回復
しており、企業の設備投資が順調に推移している一方で、

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年度）からスタートした第二次中期経営計画の進捗状況と今後の見通し及び事業戦略に
ついて長谷川社長にインタビューしました。

第二次中期経営計画（平成17年度～19年度）

がスタートしましたが、その初年度として、当期の

業績をどう評価されますか。

第二次中期経

営計画は、第

一次中期経営計画

（平成14年度～16年

度）で実現されたコス

ト構造の強化、ポート

フォリオ変革等を通じ

て確立された強固な

企業体質の基盤に立って、「グループの成長」を目指す

ものであります。そのために、積極的な販売促進活動

の実施や戦略経費の投入を行い、「成長」の種まきを

進めています。特に「海外」、「中食・惣菜」の事業領域

を成長のメインエンジンと位置付けて、グループを挙げ

て事業拡大に注力しています。また、それ以外の各事

業においても、販売促進活動、新市場・新チャネル開

拓などを積極的に推進しています。

第二次中期経営計画の初年度である当期の連結

業績は、小麦粉、ドライ加工食品など主力製品の市場

環境が需要の伸び悩みと低価格志向が継続する厳し

い状況の中、売上高、経常利益とも計画を下回りまし

た。各事業において「成長」に向けて出荷伸長を進め

増収を確保するものの、戦略経費投入をカバーできず

に減益となりました。

こうした厳しい環境にあったものの、「成長」に向け

ての様々な施策を実行することができました。例えば、

健康食品事業においては新素材を効率的に探究す

るため、昨年10月静岡県立大学に寄附講座「日清製

粉グループ・高次機能性食品探索講座」を設置し、共

同研究を開始いたしました。新製品開発は企業が発

展を持続していく上で必要不可欠であります。従来型

のモデルチェンジでない、次世代新製品の開発に取

り組んでおりますが、こうした地道な努力が将来の成

果につながっていくと考えています。また、ペットフード

第二次中期経営計画のスタートと当期（平成17年度）業績について

Q

静岡県立大学への寄附
講座設置で石川静岡県
知事から感謝状を授与
される日清ファルマ（株）
中村社長
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事業では、主原料を国産とするプレミアムタイプのドッ

グフードを本年2月より通信販売ルートで発売開始し

ました。ペットの室内飼育傾向が強まり、その高齢化

が進む中では、ペットの食べ物に対しても安心・安全

への関心が高まっています。こうした新しい市場開拓

は短期的には越えなければならないハードルも伴いま

すが、長期的な企業価値の拡大を目指す上では必要

な取組みであると考えています。

次期（平成18年度）の業績の見通しをお聞かせ

下さい。

平成17年度の業績を四半期別に見ていくと、

天候不順等の影響を受けた第3四半期をボト

ムとして改善基調に向かっています。

次期の基本方針としては、未達となっている分野を

早期に回復軌道に戻すことです。具体的には、「海外」

と「中食・惣菜」の拡大とそのためのインフラ整備を進

めるとともに、事業ポートフォリオ改善を更に進めてい

きます。そのためには、必要な人員などの経営資源

を関係する事業、部署に積極的に投入していきます。

業績の見通しとしては、引き続き戦略経費の投入等も

行っていくため、増益幅は限定的となりますが、売上

高、経常利益とも過去最高を更新していくことができ

ると考えています。

国内外で麦政策変革の動きが見られますが、製

粉事業に与える影響とそれに向けての取組みを

お話し下さい。

国内においては、昨年11月に「今後の麦政策

のあり方」が取りまとめられたのを受け、食糧法

が改正され、今後1年間はこの法改正を踏まえて政府

が具体的な制度設計を決定していく大切な期間となり

ます。当社としても製粉産業の国際競争力の基盤強化

が図られるよう連携していきます。特に、製粉会社への

政府売渡小麦価格が国際価格に比べて大幅に割高

になっていることによって生じている内外価格差の縮小

を目指して、政府に売渡小麦価格の継続的な引下げ

を働きかけていきます。国際的な動きであるWTO（世

界貿易機関）農業交渉は、関係各国の利害が対立し

当初スケジュールより遅れているものの、本年末を最終

Q Q

A A

今後の見通し、事業戦略について
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社長インタビュー

合意の期限としており、その動向には注視していかな

ければなりません。

これらの制度変化を見据えて、製粉事業は徹底し

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。その1つの施策として平

成20年完成予定で東灘工場に2ラインの最新鋭製造

設備増設工事を進めており、より一層の生産性向上が

期待されています。また、海外戦略においても昨年よ

り本格的に生産を開始したカナダの新製粉工場のフ

ル稼働を目指し、同時に環太平洋において新たなビ

ジネスチャンスを獲得していきたいと考えています。

加工食品事業を始めとするそれ以外の事業戦

略についてもお聞かせ下さい。

加工食品事業はグループの成長を牽引する役

割を担っています。本格簡便・健康をコンセプト

とした新製品の開発を進めるとともに、内食需要から

消費構造シフトが進む業務用市場における拡販に努

めて、シェアアップを図っていきます。また、「海外」、「中

食・惣菜」での成長路線への基盤作りを確立させてい

きます。海外展開においては、中国におけるプレミック

スの製造・販売が順調に業績を拡大させているのに

対応して、本年12月稼働予定で製造能力倍増となる

工場新設工事を進めています。また、やや戦略の遅れ

が生じている中食・惣菜ビジネスにおいても、早期にキ

ャッチアップできるよう対応策を実行していきます。加工

食品事業では、これらの成長戦略と合わせてコスト競

争力強化に取り組んでおり、本年11月稼働予定でパス

タ製造子会社マ・マーマカロニ（株）の宇都宮工場に

大型パスタライン新設を進めています。

第二次中期経営計画よりも更に長期的な観点から、

大変有望な事業と考えています健康食品事業、オリエ

ンタル酵母工業（株）のバイオ事業については、なるべ

く早い時期に製粉、加工食品事業と並ぶ当社グルー

プのコア事業として育て上げるべく経営資源を投入し

ていきます。

ペットフード事業、エンジニアリング事業、NBC（株）

のメッシュクロス事業などのそれ以外の事業群におい

ても、有望な新製品の市場投入などにより更なる業容

の拡大が期待されています。

Q

A

新ライン完成後の東灘工場全景図

既存設備

新設製造設備
（2ライン）

新設立体自動倉庫
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最後に、当期も1株当たり4円の増配を実施して

おりますが、株主還元の方針についてお聞かせ

下さい。

当社は、現在及び将来の収益状況及び財務状

況を勘案するとともに、連結ベースでの配当性

向については30％以上を基準として利益配分を行っ

ていくことを基本方針としています。

当社は創業100年以上の長い歴史を持っております

が、ご説明してきましたように、今なお変革を進めてい

ます。成長のために積極的に投資を続けているいわば

発展途上にある企業とも言えます。内部留保資金や毎

年稼ぎ出していきます営業キャッシュ・フローは、成長機

会に対する戦略的な投資への重点配分をさせていた

だきます。その結果として利益の成長を確保して、将来

の企業価値を高めていきます。同時に、その成長のス

ピードとの兼ね合いの中で、配当、株式分割、自己株

式取得等を総合的に考慮した株主還元を実施するこ

とにより株主の皆様の期待に応えていきたいと考えて

います。

配当につきましては、株主の皆様への一層の利益還

元として当期も年間配当を1株当たり4円増配し18円と

させていただきました。平成13年度の8円と比較する

と、4年間で10円の増配を実施したこととなります。

また、平成17年11月18日付をもって1株を1.1株とす

る株式分割を実施しました。さらに、当期においては

自己株式2,000千株を22億96百万円で取得いたしまし

た。平成11年度からの累計では21,439千株を188億82

百万円で取得したこととなります。この結果、平成17年

度の連結ベースの配当性向は前年度比プラス8.8％と

なる32.9％となりました。

今後とも株主の皆様にご満足いただける利益還元

を実現すべく、全力を挙げて経営課題に取り組んでい

く所存です。

Q

A
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株式分割実施
（1株→1.1株）

1株当たり配当金
連結配当性向�

8円�
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9円�

株主の皆様への利益還元について

●1株当たり配当実績、連結配当性向

●機動的な自己株式取得

注）平成17年11月18日付で1株を1.1株に分割

平成17年度

2百万株　23億円

平成11年度～平成17年度累計

21.4百万株　189億円
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日清製粉グループの環境への取組み

当社グループは社会にとって真に必要な企業グループであり続けるべく、企業の社会的責任（CSR）に積極的に

取り組んでまいりました。その取組みの1つとして、環境保全活動を推進しており、具体的には、CO2排出量の削

減や廃棄物の削減等に取り組んでおります。その活動の一部をご紹介させていただきます。

CO2排出量削減を目指して

当社グループでは、環境問題が深刻化しつつあった昭

和55年に「省エネルギー推進委員会」を設置して以来、

エネルギー使用量の削減に努めてきました。その後平

成11年にはグループ環境基本方針を制定して、環境保

全を経営の最重要課題として明確に位置付けました。

そして現在、グループ全体で、環境への取組みの中

でも最も注力している分野は、地球温暖化防止に向け

てのCO2排出量削減です。

平成17年2月の京都議定書発効を受けて、当社グルー

プの管理指標として国の削減目標と一致するCO2排

出量に改め、平成22年までに平成2年度比で8.6%削

減する自主目標

を設定し、その

達成に向けて努

力しております。

0

160,000

170,000

180,000

190,000

200,000
（t-CO2）

（目標）�平成2年� 平成16年� 平成22年�

195,143

199,844

CO2排出量の実績と目標

tグループ一丸となっ

て目標達成に邁進

こうした中、平成17年4月からデータ収集範囲を連結子

会社すべてに拡大してCO2排出量削減の管理を実施し

ています。また、物流部門のデータも収集の対象として

おります。

具体的な取組みとしましては、ボイラー使用燃料のガス

への転換、コージェネレーションシステムの導入などを

実施しています。
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再資源化率�18,470

平成16年度再資源化量と再資源化率（グループ事業部門別）廃棄物分別の徹底はもちろん、「排

出物データベース」をイントラネット

上で運用し、排出量・再資源化量

の管理を行っています。廃棄物を可

能な限り100%再資源化させることを

目指すゼロエミッションに取り組んで

おり、全体として再資源化率は

69.4%となりました。

パッケージ素材を紙袋からプラスチック（ポリエチレ
ン）袋に変更し重量を半減させることによりCO2排出
量を45％削減しました。

マカロニの厚みを0.1ミリ薄くすることで、ゆで時間を
短縮し調理時のCO2排出量を100g当たりで0.02kg
削減しました。

包装容器に再利用が難しい着色（練り込み）ビンで
はなく、再利用が容易な透明ビンの簡易塗装へと
変更しました。

企業活動により生じる環境への影響にも、十分な配慮が求められています。そのために、原料調達・製造・包装・

販売などの各段階や、新製品・新商品の開発といった側面からも、環境負荷の低減に取り組んでいます。

素材 CO2
削減

リサイ
クル

日清フラワー小麦粉密封チャック付
（日清フーズ（株））

マ・マーサラダマカロニ
（日清フーズ（株））

水溶化Q10
（日清ファルマ（株））

廃棄物削減、再資源化への取組み

環境に配慮した新製品・新商品の開発



トピックス

日清フーズ（株）「マ･マー」50周年
記念イベント・販促各種実施

「マ･マー」ブランドは昭和30年の誕生以来ずっと、日本のパ
スタ市場のリーディングブランドとしておいしいパスタの理
想を求め、いつも家族の笑顔を見守ってまいりました。スパ
ゲティやマカロニなどのパスタはもう、日本の食卓になくて
はならないメニューになっています。
平成17年、日清フーズ（株）では、「マ･マー」50周年を機に
下記の記念イベントや販促等を実施いたしました。

「マ・マー」は、これからも皆様の新しいライフスタイルを
提案する商品を作り続けてまいります。

9

日清フーズ（株）
「マ・マー」50周年記念イベント

日清製粉（株）国内12工場で「ISO22000」認証取得

平成17年11月、日清製粉（株）は、国内のメーカーで初めて本社と国内12工場の生産システムを一体とした仕組みとして、
食品安全マネジメントシステム「ISO22000」の認証を取得しました。日清製粉（株）は、これまで「ISO9001（品質管理マ
ネジメントシステム）」の取得やHACCPシステムの導入などによって、各工場ベースで食品安全に取り組んできましたが、
消費者の食品安全への関心がますます高まっていることに対応し、一昨年春本社及び工場のメンバーで構成された新組
織「食品安全チーム」を結成し、本社と国内12工場の生産システムを一体とし、原
料から製粉工程、出荷に関する全ての段階における｢製品安全｣を追求する食品安
全マネジメントシステムを構築してきました。工場間が相互に監査する「自主監査」
や、内部監査員による「工場の内部監査」などを導入し監査システムも強化してお
ります。今後更に食品安全確保のための取組みを継続強化してまいります。

日清製粉（株）国内12工場で「ISO22000」認証取得

●「マ・マーHappy 50th Birthday！イベント」
50周年を迎えた平成17年、ＴＶ・新聞・雑誌などマスメディアを活
用した広告活動や、消費者キャンペーン、店頭での販促ツール、料
理教室などを通じてパスタ市場の一層の活性化を図りました。

●「マ・マーパスタ料理教室」
人気料理家枝元なほみさんと山本麗子さんによる「マ・マーパスタ料
理教室」を実施しました。
「マ・マー」を通じて当社製品を愛用していただいている方 と々交流
し、「マ・マー」ブランドの更なる認知を図りました。

●「50周年記念ＣＭを全国で放映」
昭和30年の発売以来キャラクターを務める『マ・マー人形』が登場す
るＣＭが、昨年4月1日より放映されました。愛され続けるパスタブラ
ンドの「『マ・マー』はどうしておいしいの？」というテーマを、「マ・マー」
と「ボ・クー」などのキャラクター達のほのぼのとした対話を通じて表
現しました。



日清ファルマ（株）上田工場に水溶化コエンザイムQ10
粉末製造のラインを竣工

平成17年11月、日清ファルマ（株）は、コエンザイムQ10
の水溶化工程を内製化し、水溶化コエンザイムQ10（「ア
クアQ10」）粉末を製造するラインを上田工場に新設し、本
格稼働いたしました。
「アクアQ10」は、当社が平成14年に独自の技術をベース
に開発した商品で、これによりコエンザイムQ10を空腹時
に摂取しても吸収されやすくなるという特長とともに、ド
リンク・ゼリーなどより幅広い形態での商品開発が可能と
なりました。
「アクアQ10」のライン新設によっ
て、日清ファルマ（株）ではコエン
ザイムQ10の製造から「アクアQ10」
の製造までを一貫して行うことに
なりました。ラインを新設した結果
「アクアQ10」粉末の市場が今後5
倍程度になっても供給できる製造
能力となりました。 日清ファルマ（株）上田工場

イニシオフーズ（株）惣菜工場を埼玉・白岡に竣工

平成17年9月2日、中食・惣菜事業会社のイニシオフーズ
（株）は、埼玉県南埼玉郡白岡町の工業団地内に惣菜工場
を完成させ、関東地区への供給を開始いたしました。緑
豊かな田園地帯の一角にあり、周囲は新鮮な野菜などの
供給基地でもあります。新工場は、工程ごとに温度管理
をし、「衛生区」「汚染区」に区分けしたHACCP仕様を採
用し、厳格なゾーニングによる人・物の交差汚染防止及
び衛生区には陽圧管理を導入、全エリアでUV殺菌を行
い、品質管理の強化を図っております。さらに、物流倉庫
に併設することにより、フレキシブルな配送体制の構築
が可能となっております。さらにはテストキッチンも設置
し、商品化がタイムリーに行われ、開発から販売までの
時間短縮ができるように
なっております。今後も、
「安心・安全・健康」を重
視した製品供給を行って
まいります。

10

日清ペットフード（株）「JP-Styleドッグフード」新発売

日清ペットフード（株）は、主原料に国産原料を使用したプレミアムタイプのドッグフード「JP-Styleドッグフード」を、平
成18年2月1日より通信販売で発売するにあたり、1月17日、東京・南青山のドッグカフェ
「リマプル」でマスコミの方々約70名をご招待して、新発売記念イベントを開催しました。
この新製品は、セミモイストタイプのプレミアムドッグフードで、飼い主のニーズに対応し
「犬種」・「年齢」・「嗜好」・「健康状態」を考慮し、「保存料不使用」・「無着色」・「無香料」を追
求した商品で、受注後に製造し、15日程度で工場より直接お客様にお届けするものです。
日清ペットフード（株）は、国内に研究機関と生産拠点を持ち、国産メーカーとしてのメリット
を活かし、今後とも日本で暮らすペットと飼い主に健やかな生活をご提供してまいります。

日清ペットフード（株）「JP-Styleドッグフード」新発売記念イベント

イニシオフーズ（株）白岡工場
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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18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18年3月31日現在）
■製粉事業 1,269名
■食品事業 2,928名
■その他事業等 658名
■グループ本社 246名
合計 5,101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

◆ 錦築（煙台）食品研究開発有
限公司（中国）

◆ 日清アイエスエル株式会社
◆ 日清不動産株式会社 注

◆ 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
◆ 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：日清不動産株式会社は、平成18年6月1日に
日清アソシエイツ株式会社に商号変更しました。
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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、得意先とのリレーション

シップ・マーケティングを推進し、販売促進策を展開しま
したが、国内の小麦粉市場が需要の伸び悩みから前年を
下回る厳しい環境にある中、出荷は前年並みとなりまし
た。また昨年8月には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、高品質小麦粉の効率的な生
産に努めました。また品質管理面では、昨年11月に国内
メーカーで初めて本社と国内12工場の生産システムを一
体として、ISO22000（食品安全を目的としたISOマネジ
メント規格）の認証を取得いたしました。

〈次期の見通し〉
国内の小麦粉消費は少子高齢化、小麦粉調製品などの

海外製品の流入増加により需要の伸びが期待できない状
況にあり、企業間の販売競争は一段と厳しさを増すもの
と懸念されます。日清製粉（株）は市場の変化、ニーズを迅
速かつ的確にとら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ります。
また、国内外での麦政策変革の動きが進む中、本年5月
には東灘工場の立体自動倉庫が完成するなど業務の効率
化に努め、来るべき自由化に備えて購買・生産・物流・販
売などすべての面におけるコスト削減に取り組み収益の
確保を図ります。
海外事業につきましては、引き続き日本、北米西海岸、

タイの3拠点を中心に環太平洋戦略を推進いたします。

本年2月には2年ぶりに
原料小麦の政府売渡価格
が引き下げられたことに
伴い、3月から小麦粉価格
の引下げを行いました。
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
あったことから、価格は堅調に推移いたしました。
海外戦略につきましては、カナダのロジャーズ･フーズ

（株）の新製粉工場が順調に稼働率を高め、出荷伸長を図
るとともに、米国西海岸への販売も開始いたしました。

36.5%

製粉事業売上高

153,850百万円

日清製粉（株）
「カリフォルニア・レーズン＆アメ
リカンチーズベーキングセミナー」
に協賛

日清製粉（株）
東灘工場立体自動倉庫
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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、加工食品業界全般として需要の伸び悩みと低
価格志向が継続したのに加え、原油高等に起因した原料資材調達コスト高騰に
より厳しい状況にありましたが、「マ･マー」ブランド誕生50周年キャンペーンを
始めとする積極的な販促活動を推進した結果、パスタ、パスタソース、プレミッ
クス及び冷凍食品の出荷は前年を上回りました。また、本年2月には家庭用常温
食品におきまして新製品13品目・リニューアル品22品目を発売し、家庭用冷凍
食品におきましても新製品5品目、リニューアル品5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9月に埼玉・白岡に惣菜工場が竣工し、10月
にはイニシオフーズ（株）と（株）三幸を経営統合するなど事業基盤の強化を図り
ましたが、事業計画の進捗が遅れたことから当初計画に対しては未達となりまし
た。また海外戦略につきましては、北米、タイ、中国の各拠点とも着実に事業を
拡大し、業績向上に大きく貢献しました。特に、中国プレミックス事業において
は好調な業績を踏まえて、中国市場への更なる浸透を目指して製造能力の倍増
に着手いたしました。
オリエンタル酵母工業（株）につきましては、昨年5月にお客様に対し新製品や

〈次期の見通し〉
日清フーズ（株）につきましては、食卓提案企業として安心・安全・健康をコン

セプトとした新製品開発を進めトップシェア商品の「マ･マー」ブランドを始めラ
インナップの充実を図るとともに、本年5月からの「食品に残留する農薬等のポ
ジティブリスト制度」導入に伴い、品質管理体制をより一層強化いたします。生
産面においても、本年11月稼働予定でパスタ製造子会社マ･マーマカロニ（株）
宇都宮工場に大型パスタラインを新設するなどコスト競争力の強化を図ります。
中食・惣菜事業につきましては、差別化された製品の開発と量販店との取組み
強化により更なる基盤の拡大を目指します。海外展開につきましては中国プレ
ミックス事業において本年12月稼働を目指し製造能力の倍増を図るなど、環太
平洋エリアの拠点拡大を着実に進めてまいります。
オリエンタル酵母工業（株）につきましては、食品部門は昨年竣工したP&Bセ

ンターの更なる充実と活用を図り、お客様とのコラボレーションによる需要喚
起とシェア拡大を図ってまいります。バイオ部門は医薬品の研究開発支援をテー
マにした各種受託事業等の拡充を図るとともに、生化学・免疫製品などの新製品

の市場投入により売上げを拡大していきます。
日清ファルマ（株）につきましては、上田工場に新設した高濃度水溶化コエンザ
イムQ10の製造ラインを本格稼働させるとともに、本年度より高濃度コエンザイ
ムQ10素材「アクアQ10P40」の販売を開始し、市場への浸透を図ります。併せて、
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継続するとともに、
生活習慣病対策に重点をおいた新素材の探求と新製品開発に注力いたします。

新メニュー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、活用してま
いりました。食品部門では主力のイ
ースト、フラワーペーストなど製パン
用原材料やミネラル酵母類の出荷
が堅調に推移するとともに、昨年7
月に三共フーヅ（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
魚飼料や飼料受託事業が低迷し、売上げはほぼ前年並みとなりました。
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において高濃
度水溶化コエンザイムQ10製造ラインを昨年11月上田工場に新設し、付加価値
の高い製品の供給体制を増強するとともに、市場への浸透に注力しました。ま
た、消費者向け製品の品揃えの強化と各種広告宣伝活動を展開し、当社製品の
認知度を高めました。

52.6%

食品事業売上高

日清製粉グループ
「FOODEX JAPAN 2006」に出展

日清ファルマ（株）
「食品開発展2005」に水溶化コエンザ
イムQ10を出展

221,571百万円
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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、積極的な拡販施

策を推進し、猫用フードの売上げはミックスタイプのドラ
イ製品とレトルトを中心に前年を大きく上回り、犬用フー
ドの売上げも前年を上回りました。本年2月にはペットの
健康と安心、安全にも配慮した犬用プレミアム製品「JP-
Style」を通信販売で発売しました。
日清エンジニアリング（株）につきましては、景気拡大に
伴い企業の設備投資が回復したことにより、プラントエン
ジニアリングにおいて大口工事が順調に完工し、売上げ
は前年を大幅に上回りました。

〈次期の見通し〉
日清ペットフード（株）につきましては、本年2月より発売
を開始した犬用プレミアム製品「JP-Style」を主体にプレ
ミアムペットフード市場での当社製品の認知度、市場での
プレゼンスを高めていきます。また、既存分野についても
新製品開発を促進してラインナップを拡充し、積極的な
営業活動を推進いたします。
日清エンジニアリング（株）につきましては、引き続き受
注の確保に努めるとともに、機器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。
NBC（株）につきましては、新技術による高付加価値製

品の市場への投入を積極的に進めるとともに、世界市場
において継続的な成長を目指して高精細メッシュクロス
のシェアアップを図ります。

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売
上げは、国内・海外とも
順調に推移するととも
に、産業資材用メッシュ
クロス、化成品とも大き
く売上げを伸ばし、全体
で売上げは前年を上回りました。また、昨年11月には生
産設備の増強を図るため静岡・菊川に工場を新設いたし
ました。

10.9%

その他事業売上高

日清エンジニアリング（株）
「国際粉体工業展・大阪2005」

に出展

45,938百万円

日清ペットフード（株）
「TOKYO PET SHOW
2006」に新製品「JP-
Style」を出展



新製品のご紹介

●マ・マー 弾む生パスタシリーズ
（日清フーズ（株）：冷凍食品）
もちもちとして弾む食感が話題の生パスタシリーズです。タリオ
リーニタイプ（濃厚なソースによく合う幅広の麺）の「カルボナー
ラ」は贅沢な具材とコクのあるクリーミーなソースとなっています。
また、今回和風タイプの「たらこと小柱」と「きのことベーコンの和
風醤油味」をリングィーネタイプ
（さっぱりとしたソ－スによく合
う断面が楕円状の麺）の生パス
タを使用して発売し、「9種の野
菜と豆の完熟トマトソース」もリ
ニューアルし、ラインナップの
充実を図りました。
（平成18年2月新発売）

●マ･マー あえるだけパスタソース
（日清フーズ（株）：パスタソース）
拡大傾向にあるペーストパスタソース市場に着目し、これまで和
風メニュー中心に展開を行ってきた「あ
えるだけパスタソース」シリーズに、洋風
メニュー2品目「ぺペロンチーニ」「バジ
ルソース」を発売し、ラインナップの拡充
を図りました。また、洋風メニューの投入
に合わせてパッケージも全面リニューア
ルし、よりお客様が手にしやすいデザイ
ンにしました。
（平成18年2月新発売）

●水溶化Ｑ10
（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を使用したハードカ
プセル。飲みやすい小さな粒に
コエンザイムＱ10を30mg配合し
ました。空腹時に飲んでも吸収
がよく、摂取場所を選びません。
（平成17年1月新発売）

●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）
電子レンジ対応パスタ「マ・マー アルデンティーノ」シリーズは、
平成17年秋の品質、パッケージデザ
インの全面リニューアル以来好調に
推移しています。今回、女性に大人気
のクリーム系メニュー「カルボナーラ」
を発売し、ラインナップの充実を図り、
市場の更なる活性化を図ります。
（平成18年2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）
日本を代表するイタリア料理界の巨匠とコラボレーションした至高
のパスタソースシリーズ「青の洞窟シェフズコレクション」が好調
であることから、新たにイタリアンの巨
匠、山根大助氏と共同開発した「4種チ
ーズと赤ピーマンのポモドーロ」を発売
しました。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18年2月新発売）

●キャラット・懐石2dish
（日清ペットフード（株）：猫用ドライフード）
「キャラット・懐石2dish」は、産地指定
の海の名産をトッピングした、一箱で
2つのおいしさが楽しめるグルメな愛
猫に最適な逸品です。脱酸素剤&小分
けパックで鮮度維持にもこだわりまし
た。おいしさと健康を考えた「海のお
いしさ」「海のぜいたく」「毛玉のおそう
じ」「高齢猫用毛玉のおそうじ」の4種
類をラインナップいたしました。
（平成17年9月新発売）
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連結財務ハイライト

平成14年3月 平成15年3月 平成16年3月 平成17年3月 平成18年3月
第158期 第159期 第160期 第161期 第162期 対前年 増減率

経営成績
売上高（百万円） 397,173 402,313 434,125 416,222 421,359 ＋ 5,136 ＋ 1.2%
営業利益（百万円） 15,593 17,706 21,756 22,896 22,169 △ 726 △ 3.2%
経常利益（百万円） 17,467 19,937 22,893 25,120 24,774 △ 345 △ 1.4%
当期純利益（百万円） 9,334 10,575 11,575 13,597 13,541 △ 56 △ 0.4%
利益率
売上高営業利益率 3.9% 4.4% 5.0% 5.5% 5.3% △ 0.2%
売上高経常利益率 4.4% 5.0% 5.3% 6.0% 5.9% △ 0.1%
売上高当期純利益率 2.4% 2.6% 2.7% 3.3% 3.2% △ 0.1%
株主資本当期純利益率（ROE） 4.2% 5.0% 5.2% 5.8% 5.4% △ 0.4%
財務状況
総資産（百万円） 340,637 316,330 359,820 372,968 399,899 ＋ 26,930 ＋ 7.2%
株主資本（百万円） 215,354 211,197 230,555 241,282 264,535 ＋ 23,252 ＋ 9.6%
株主資本比率 63.2% 66.8% 64.1% 64.7% 66.2% ＋ 1.5%
1株当たり指標
当期純利益（円） 38.40 44.29 49.16 58.06 52.80 △ 5.26
株主資本（円） 904.15 904.80 996.59 1,042.92 1,046.00 ＋ 3.08
配当金（円） 8 9 11 14 18 ＋ 4

［連結財務ハイライト（平成14年3月期～平成18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。

※ 第162期の1株当たり当期純利益が大きく減少しているのは、主として平成17年11月18日をもって、1株を1.1株に分割した影響によるものです。

売上高（百万円） 421,359 435,000 ＋ 13,641 ＋ 3.2%

経常利益（百万円） 24,774 25,300 ＋ 526 ＋ 2.1%

当期純利益（百万円） 13,541 14,000 ＋ 459 ＋ 3.4%

平成18年3月期実績 平成19年3月期見通し 前年差 前年比

［平成19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162期の1株当たり当期純利益が大きく減少しているのは、主として平成17年11月18日
をもって、1株を1.1株に分割し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18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 170,349 172,870 2,520
固定資産 202,618 227,029 24,410
資産合計 372,968 399,899 26,930
（負債の部）
流動負債 67,380 64,530 △ 2,849
固定負債 37,545 43,334 5,789
負債合計 104,925 107,865 2,940
（少数株主持分）
少数株主持分 26,760 27,498 737
（資本の部）
資本金 17,117 17,117 —
資本剰余金 9,452 9,483 31
利益剰余金 190,699 200,487 9,788
その他有価証券評価差額金 26,688 40,835 14,146
為替換算調整勘定 △ 1,216 △ 212 1,003
自己株式 △ 1,459 △ 3,176 △ 1,717
資本合計 241,282 264,535 23,252
負債、少数株主持分及び資本合計 372,968 399,899 26,930

連結損益計算書
（平成17年4月1日から平成18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
(17年3月31日) (18年3月31日) （△は減）

売上高 416,222 421,359 5,136
売上原価 283,455 285,910 2,454
売上総利益 132,766 135,449 2,682
販売費及び一般管理費 109,870 113,279 3,409
営業利益 22,896 22,169 △ 726
営業外収益 3,358 3,437 79
営業外費用 1,134 833 △ 301
経常利益 25,120 24,774 △ 345
特別利益 1,397 1,224 △ 172
特別損失 1,455 898 △ 557
税金等調整前当期純利益 25,062 25,101 38
法人税、住民税及び事業税 8,525 8,869 343
法人税等調整額 890 676 △ 214
少数株主利益 2,048 2,014 △ 34
当期純利益 13,597 13,541 △ 56

（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 （16年4月1日～ （17年4月1日～
17年3月31日） 18年3月31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

当社では従来より自己株式を機動的に取得してきましたが、当期
におきましても2,000千株を22億96百万円で取得いたしました。

自己株式

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
事業において販売促進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、売上高は前年を上回りました。

各事業における出荷伸長効果があったものの、「成長」に向けての
販売促進費や新製品上市の費用等戦略経費の投入と安心・安
全への投資を継続したことから経常利益は前年を下回りました。
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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17年4月1日から平成18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 9,452 5
資本剰余金増加高 5 31 25
資本剰余金期末残高 9,452 9,483 31
（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 14,376 13,541 △ 834
利益剰余金減少高 2,918 3,753 834
利益剰余金期末残高 190,699 200,487 9,788

単位：百万円

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18年3月31日まで）

営業活動によるキャッシュ・フロー 21,567 21,054 △ 512
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 17,590 △ 25,297 △ 7,707
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 4,317 △ 7,274 △ 2,957
現金及び現金同等物に係る換算差額 21 272 250
現金及び現金同等物の増減額 △ 317 △ 11,244 △ 10,926
現金及び現金同等物の期首残高 54,154 54,047 △ 107
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 210 — △ 210

現金及び現金同等物の期末残高 54,047 42,803 △ 11,244

（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 （16年4月1日～ （17年4月1日～
17年3月31日） 18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 （16年4月1日～ （17年4月1日～
17年3月31日） 18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18年3月31日現在） 単位：百万円

（資産の部）
流動資産 35,689 39,004 3,315
固定資産 175,051 196,543 21,491
資産合計 210,741 235,548 24,806
（負債の部）
流動負債 3,638 3,666 27
固定負債 14,827 22,260 7,433
負債合計 18,466 25,926 7,460
（資本の部）
資本金 17,117 17,117 —
資本剰余金 9,452 9,500 47
利益剰余金 146,430 153,847 7,416
その他有価証券評価差額金 20,680 32,277 11,597
自己株式 △ 1,406 △ 3,122 △ 1,715
資本合計 192,274 209,621 17,346
負債及び資本合計 210,741 235,548 24,806

単位：百万円

損益計算書
（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）

科　　　目 前期 当期 比　較
(17年3月31日) (18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 （16年4月1日～ （17年4月1日～
17年3月31日） 18年3月31日) （△は減）

営業収益 19,138 20,940 1,801
営業費用 11,164 10,993 △ 171
営業利益 7,973 9,947 1,973

営業外収益 1,052 1,051 △ 0
営業外費用 79 117 38
経常利益 8,946 10,881 1,934

特別利益 1,204 566 △ 638
特別損失 195 — △ 195
税引前当期純利益 9,955 11,448 1,492
法人税、住民税及び事業税 28 17 △ 11
法人税等調整額 534 362 △ 172
当期純利益 9,392 11,068 1,676
前期繰越利益 24,017 24,122 105
自己株式処分差損 — 16 16
中間配当額 1,274 1,611 337
当期未処分利益 32,135 33,563 1,427

（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
（17年3月） （18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17年12月15日に1,611百万円（1株につき7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 32,135 33,563 1,427
特別償却準備金取崩額 14 9 △ 4
固定資産圧縮積立金取崩額 40 63 23
固定資産圧縮特別勘定積立金取崩額 49 — △ 49

計 32,240 33,636 1,396
これを次のとおり処分します。
利益配当金 1,968 2,785 816

（1株につき8.5円） （1株につき11円）

取締役賞与金 55 55 —
固定資産圧縮積立金 93 66 △ 27
準備積立金 6,000 6,000 —
次期繰越利益 24,122 24,729 607

営業活動による資金の増加を、戦略的な設備投資に投入すると
ともに株主の皆様への一層の利益還元として配当増、自己株式
取得に充当しました。また今後の戦略投資等に対応する待機資金
については、手元資金の運用効率を高めるため3ヵ月を超える定
期預金及び有価証券等の運用に支出しました。以上の結果、現金
及び現金同等物の期末残高は前年度末と比べて減少しました。
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株式の状況（平成18年3月31日現在）

■発行可能株式総数
932,856,000株

■発行済株式の総数
256,535,448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株増加しました。

■株主数
14,785名（前期末比1,457名増）

■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 15,022 5.8
山崎製パン株式会社 14,040 5.4
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 12,187 4.7
（信託口）
株式会社みずほコーポレート銀行 9,943 3.8
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 9,933 3.8
（信託口）
三菱商事株式会社 6,982 2.7
株式会社みずほ銀行 5,804 2.2
住友商事株式会社 5,034 1.9
株式会社三井住友銀行 4,616 1.7
農林中央金庫 4,489 1.7
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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（ 367名）46,954千株（18.3%）
個人・その他（13,998名）40,894千株（16.0%）
外国人 （ 266名）46,505千株（18.1%）
証券会社 （ 31名） 3,578千株（ 1.4%）

金融機関（123名）
118,602千株（46.2％）

50万株以上（82名）
184,390千株（71.9％）

5万株以上 （ 199名）32,434千株（12.7%）
5,000株以上（2,172名）24,462千株（ 9.5%）
500株以上 （8,985名）14,731千株（ 5.7%）
500株未満 （3,347名） 516千株（ 0.2%）

＊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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■事業年度
毎年4月1日から翌年3月31日まで

■期末剰余金配当（利益配当）基準日
3月31日

■中間配当基準日
9月30日

■定時株主総会
6月

■公告掲載方法
電子公告により、当社ホームページ
（http://www.nisshin.com）に掲載。
但し、事故その他やむを得ない事由により電子
公告を行うことができない場合は、日本経済新
聞に掲載します。

■単元株式数
500株

■株主名簿管理人
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 0120-78-2031（フリーダイヤル）

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18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18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
取締役
取締役

常任監査役（常勤）
監査役（常勤）
監査役（常勤）
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
山 増　郎
池　田　和　穗
奥　村　有　敬

伊　藤　健　夫
大　石　公　雄
竹　内　　　昭
三　村　明　夫

■事業所

本社 東京都千代田区
研究所 埼玉県ふじみ野市
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、株主名簿管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株主名簿管理人（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、株主名簿管理

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。

※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。
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