
第163期中間期　ご報告

株主のみなさまへ
平成18年4月1日から平成18年9月30日まで

健康と信頼をお届けする
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当中間期におきましては、中間配当として1株当たり9円
を実施させていただきました。
当社は、第二次中期経営計画の折り返し地点を迎え、
グループの各事業を実感できる成長路線に乗せるべく、
主要製品の拡販や海外事業、中食・惣菜事業の拡大と
そのためのインフラ整備を進めるとともに、経営体質
の強化を進めてまいります。また次世代新製品・新ビジ
ネスモデルの創出に取り組むとともに品質保証体制の
一層の強化や新たな発想でのコスト削減施策を遂行し
ます。さらには内部統制制度の再構築やコンプライア
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、WTO（世界貿易機関）
農業交渉等の今後の進展や来年4月より施行される改
正食糧法に伴う新たな小麦売却制度運用に対し着実に
取り組み、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
ホルダーから積極的に支持されるグループであるべく
努力を重ねてまいります。
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163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、企業の設備投資の

活発化や個人消費も緩やかに回復するなど堅調に推移
しておりますが、一方原油価格がピークアウトしたもの
の高止まっていることや国内の小麦粉関連市場の需要
低迷、さらには食品業界を取り巻く低価格志向が依然継
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。
このような経営環境の中で、当社グループは積極的

な販売促進活動や新市場開拓を進め出荷伸長を図ると
ともに、引き続きコスト削減を実施してまいりました。
しかしながら、日清ファルマ（株）において主力のコエ
ンザイムQ10のブームの沈静化と需給バランスの変化
により売上げが減少したこと、日清エンジニアリング
（株）において前年上期の売上高が高水準であった反動
により、売上げが前年を下回ったことなどから、連結業
績は前年を下回りました。
以上の結果、売上高は2,078億2百万円（前年同期比
98.1％）と減収となりました。利益面におきましては、
経常利益は109億25百万円（前年同期比94.2％）、中間
純利益は53億98百万円（前年同期比86.4％）となりま
した。
当社では、会社の利益配分に関しまして、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30％以上を基準として、株主の皆
様のご期待に応えてまいります。当期におきましては、
年間配当を18円とさせていただく予定にしております。

代表取締役
取締役会長

代表取締役
取締役社長
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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9月30日現在）
■製粉事業 1,300名
■食品事業 3,001名
■その他事業等 697名
■グループ本社 243名
合計 5,241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）

◆ 日清アソシエイツ株式会社
◆ 日清アイエスエル株式会社 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：日清アイエスエル株式会社は、平成18年10月1日に
日清アソシエイツ株式会社が吸収合併いたしました。
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日清製粉グループの内部統制制度再構築の取組み — 社会から信頼され、社員が誇りに思える企業グループであるために—

会社法、金融商品取引法の成立により各企業に対して内部統制制度の確立が要請される動きの中で、当社グルー
プの内部統制制度を一層強固なものとするため、当社では昨年9月に内部統制準備室を設置し、その整備・運用
状況の検証、強化、見直し等を行い、制度の再構築に着手しております。その取組みの一部を紹介させていただ
きます。

社会委員会　内部統制準備部会�
部会長：会長　副部会長：社長�

各事業会社の推進組織�

グループ全体の推進組織�

内部統制準備委員会�
社長�

内部統制推進チーム�

内部統制�
準備室�

子会社・�
関連会社�

会社法�
業務全般を対象�

日
清
製
粉
グ
ル
ー
プ
の
方
針�

平成18年5月の施行に合わせ
て内部統制システム構築に関
する基本方針を決定�

金融商品取引法�
財務報告を対象�

平成２１年３月期より、経営者に
よる内部統制の有効性評価と
その評価に対する独立監査人
の内部統制監査が義務化�

上記方針を実現するために、当社では取締役会長を

部会長とする社会委員会内部統制準備部会を設置

し、グループとしての内部統制制度再構築の具体的

な取組み内容の決定を行っております。その統制の

下、各事業会社にそれぞれ社長をトップとする内部

統制準備委員会を設けて、グループの全社員が自ら

課題として取り組む体制としています。

当社グループの創業以来変わらないCSR（企業の社会的

責任）の精神は、①社員が誇りに思えるグループであり続

けること、②長期的に見たグループ価値を増大することの

2点です。この価値観に基づいた判断や行動を日常業務

において実践してきた中で、規程・業務マニュアルなど、

各業務の手続きや承認・チェック基準を定めて運用してま

いりました。今回の内部統制制度再構築においては、その

根幹となる考えに、法（金融商品取引法）の目的を加えて

進めております。具体的には、業務毎にリスクを洗い出し、

それに対する統制を整備し業務プロセス、規程・ルールの

文書化を行います。この結果、大変に幅広い範囲を対象

として取り組んでおります。

③業務の有効性・効率性�
　を高めること�

④財務報告の信頼性を�
　確保すること�

⑤事業活動に関わる法令その�
　他の規範を遵守すること� ⑥資産の保全を図ること�

企業理念・経営基本方針、企業行動規範及び社員行動指針�

リスク・マネジメント（リスク評価と対応）�

①社員が誇りに思えるグループであり続けること�
②長期的に見たグループ価値を増大すること�

日清製粉グループのCSR精神�

法（金融商品取引法）の目的�

日清製粉グループの全ての判断や行動�

業務プロセス� 規程・ルール�内部統制�
文書化� 文書化�

文書化�

財務報告�
その他�
開示情報�

会社法�

金融商品取引法�

社会的要請・CSR

有価証券報告書�

法令・規則等�
業務の適正性・効率性�

日清製粉グループの取組み�

内部統制の目的と文書化の流れ

幅広い取組み範囲

会社法、金融商品取引法成立と日清製粉グループの方針
— 法の要請に応えるだけでなく、グループ横断的に積極的に対応していく—

内部統制打合せ風景
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組織体制
— 経営者のコミットメントを全社員自らが取り組む体制を構築—

■グループ全体を同一方針で実施し、会社

法の要請を充足

■金融商品取引法の要請である「財務報告

に係る内部統制」にとどまらない全リスク

に対応する仕組みを構築

■グループ全体が平成19年9月までに再構

築を完了し、金融商品取引法より前倒しで

適用を目指す

具体的な取組み内容
—グループの根幹に流れるCSRの考えに基づく仕組みを体系的に再構築していく—



営業の概況
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製粉事業

〈当中間期の概況〉
国内の小麦粉市場全体の需要が前年を下回る厳しい環
境となる中、リレーションシップ・マーケティングを強力
に推進することにより市場の変化に素早く対応するとと
もに、積極的な販売促進費の投入により出荷は前年をや
や上回りました。またITを活用したお客様との双方向の
コミュニケーションツールである「創・食Club」の刷新を
行い、小麦粉の潜在需要を掘り起こし拡販につながるよ
う努めました。
小麦粉の生産・物流面では、本年5月に東灘工場の立体
自動倉庫が完成するなど業務の効率化を進めコスト改善

を積極的に図ると同時に、安心・安全への取組みとして、
開発・生産・保管・流通の全ての段階で品質保証活動を徹
底して行ってまいりました。
副製品であるふすまにつきましては、価格は前年と比

べ堅調に推移いたしました。
海外事業につきましては、タイ及びカナダにおいて積

極的な営業施策を展開し、出荷を伸長させました。

〈通期の見通し〉
国内の小麦粉消費は少子高齢化などにより需要の伸び
が期待できない状況にあり、企業間の販売競争も一段と
厳しさを増すものと懸念されます。このような状況のも
と、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
てまいります。
また、改正食糧法が来年4月より施行されることが決ま
るなど着実に麦政策の変革が進む中、来るべき自由化に
備え、東灘工場増設と神戸工場閉鎖の構造改善施策を平
成20年完了に向けて推進するのを始め、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、
収益の向上に努めてまいります。
海外事業につきましては、環太平洋戦略を推進し、引き
続きタイ及びカナダでの事業の拡販に努めてまいります。

日清製粉（株）
「第16回アメリカンベーキングセミナー」講習会風景

日清製粉（株）
内容を刷新した

「創・食Club」ホームページ
（http://www.e-sousyoku.com）
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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、積極的な販促活動を推進した結

果、パスタ、パスタソース、ホットケーキ、お好み焼粉、冷凍食品等の
出荷は前年を上回りました。また本年8月には家庭用常温食品にお
きまして、「マ・マー あえるだけパスタソース」に洋風メニューを追加
するなど新製品21品目・リニューアル品7品目を発売し、家庭用冷凍
食品におきましてもディ・チェコ社のスパゲティを使用した冷凍パス
タなど新製品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、改善施策に着手し、量販店との取組みを進めてきました。さら
に、有機JAS認証野菜を使用するなど素材を厳選した「こだわり和
惣菜の店 百椀」を新たに出店いたしました。また、本年5月の「食
品に残留する農薬等のポジティブリスト制度」の導入に伴い、加工食
品事業全体の品質管理体制を一層強化いたしました。海外事業にお
きましては、北米、タイ、中国の各拠点とも事業を拡大し、業績の向
上を図りました。

オリエンタル酵母工業（株）につきましては、昨年稼働したP&Bセ
ンターを活用して、研究開発や拡販活動を進めるとともに、お客様
への新製品や新メニューの提案を積極的に行ってまいりました。食
品部門では主力のイースト・マヨネーズなどの製パン用原材料や、
健康食品市場向け等のミネラル酵母類の出荷が好調に推移するな
ど、売上げは前年を上回りました。バイオ部門は受託試験・受託飼
育など研究支援事業は好調に推移いたしましたが、生化学・免疫製
品や養魚用飼料などが低迷し売上げは前年並みとなりました。
日清ファルマ（株）につきましては、ブームの沈静化などにより、コ
エンザイムQ10の売上げは素材、消費者向け製品とも前年を大きく
下回りました。こうした中、事業収益の改善を目指して、消費者向
け製品の新規事業プログラムに着手しました。その第１弾として、本
年9月には自社開発素材を主成分としたトップアスリート向けスポー
ツサプリメント「ウィグライプロ（WGH Pro）」を専用通販サイトを新
設して発売いたしました。

〈通期の見通し〉
日清フーズ（株）につきましては、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、家庭用のトップシェア商品
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、積極的
な販売促進活動を展開いたします。また品質管理体制の強化に努め、
更なる品質安全施策としてISO22000の認証取得の取組みも行ってま
いります。生産面においても、本年11月稼働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、改善施
策を着実に実行した上で、メニュー開発を進めて量販店との取組みを
強化し、売上げ拡大のスピードアップを図ってまいります。海外事業に
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、食品部門ではP&Bセン
ターを主体とした新製品開発促進によるお客様との取組みを強化し
売上げ拡大、及び設備投資を含めた積極的な生産性の向上を推進い

たします。バイオ部門では長浜ライフサイエンスラボラトリーでの検
査事業やバイオマーカー探索事業等の新規事業の展開、及び診断薬
関係を始めとした新製品上市により、業容拡大を図ってまいります。
日清ファルマ（株）につきましては、主力のコエンザイムQ10の市場
環境が引き続き厳しいと予想される中、本年10月には働く女性のた
めのサプリメント美的生活シリーズの「リフレライン」を発売するなど
消費者向け製品の上市や新しいチャネル開拓を積極的に進めてまい
ります。また、コエンザイムQ10についても、水溶化素材「アクア
Q10P40」の販売を強化し、付加価値品の拡販に注力いたします。

日清フーズ（株）
「マ・マーアルデンティーノ」新CM

「パスタ史」編

イニシオフーズ（株）
「百椀」店舗風景



営業の概況
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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、犬用及び猫用製品とも出荷は好調に推移し
前年を上回りました。また、本年9月には猫用製品「キャ
ラット・私は」シリーズ、犬用製品「ヘルシーレーベル」な
ど新製品19品目を発売しました。犬用プレミアム製品
「JP-Style」につきましては、本年6月、8月に新製品を発
売するなど品揃えを充実しお客様の幅広いニーズに応え
るとともに、積極的な広告宣伝活動を通じ認知拡大に注
力いたしました。

日清エンジニアリング（株）につきましては、プラントエ
ンジニアリングにおいて関連業界の設備投資の一服感や
前年中間期の大口工事の完工が例年より高水準であった
反動により、売上げは前年を大きく下回りました。
ＮＢＣ（株）につきましては、主力のスクリーン印刷用メッ
シュクロスの売上げは、海外における競争激化と国内に
おける片面基板生産の減少により前年をやや下回りまし
たが、産業資材用メッシュクロス、化成品とも順調に推移
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、国産メーカーと

しての優位性を活かし、安心・安全・健康により差別化し
た犬用及び猫用の新製品を開発しラインナップの充実を
図りつつ、積極的な販売促進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、関連業界に
おける設備投資状況に一服感があるものの、受注確保に
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、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るとともに、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推進してま
いります。

日清ペットフード（株）
内容を拡充しリニューアルした
「RUN&Caratチャンネル」

ホームページ
（http://www.nisshin-pet.co.jp）

日清エンジニアリング（株）
「FOOMA JAPAN」に出展



新製品のご紹介

●ディ・チェコシリーズ
（日清フーズ（株）：冷凍食品）
世界で認められた品質のディ･チェコパスタが冷凍食品で新登場
です。原料から製法までこだわって作られたパスタの茹でたてのお
いしさを当社の技術により冷凍食品で再現しました。パスタソース
も、テイスト・彩り・具材感の
全てにおいてこだわった「ベー
コンとアンチョビーのペペロン
チーニ」と「きのことツナのポ
モドーロ」の贅沢な本格ソース
になっています。
（平成18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）
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」に、東京･
西麻布「アルポルト」の片岡護シェフ監修「きのこクリームポルチー
ニ仕立て」等、ご好評につき待望の
新メニュー3品を発売しました。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8月新発売）

●リフレライン
（日清ファルマ（株）：栄養補助食品）
「リフレライン」は働く女性の悩みを
解消する「美的生活シリーズ」の第
一弾です。当社独自の技術を利用
した水溶化コエンザイムQ10のほ
か、2つの有用な成分を配合しまし
た。パッケージもリサイクルを考え
た、おしゃれなデザインです。
（平成18年10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）
平成17年秋のリニューアル以降、好調に推移している「マ・マーア
ルデンティーノ」シリーズに、この新機軸のパスタメニューを発売
しました。パスタとスープのおいしさ
を一皿にした「スプーンDeパスタ」、
スナック感覚でお酒にもぴったりの
「ホットスナックパスタ」の発売で、ラ
インナップを充実させ、市場の更なる
活性化を図ります。
（平成18年8月新発売）

●キャラット・私はきれい（1kg）
（日清ペットフード（株）：猫用ドライフード）
家族であり友達である愛猫のために、健康と
おいしさを考えたキャットフードです。コラー
ゲン、DHA、ポリフェノールなどの成分を配
合し、愛猫の「美しく若 し々い体づくり」に配
慮しています。
（平成18年9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）
茹でたパスタにあえるだけの簡便性で人気の「マ･マー あえる
だけパスタソース」シリーズに、平成18年春に洋風メニューを加
えてラインナップの拡充を図り、この
秋新たに4種類の洋風メニューを発売
しました。新メニューは、「ミートソー
ス」、「カルボナーラ」などいずれも洋
風メニューの定番です。人気メニュー
発売で、ラインナップが増え、伸長著し
いペーストパスタソース市場の活性化
を図ります。
（平成18年8月新発売）
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連結決算の状況

1211

中間連結貸借対照表
（平成18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 165,187 177,785 12,598
固定資産 215,903 224,105 8,201
資産合計 381,091 401,891 20,800
（負債の部）
流動負債 63,193 68,896 5,703
固定負債 40,116 40,342 226
負債合計 103,310 109,239 5,929
（少数株主持分）
少数株主持分 26,536 ― ―
（資本の部）
資本金 17,117 ― ―
資本剰余金 9,486 ― ―
利益剰余金 194,801 ― ―
その他有価証券評価差額金 33,843 ― ―
為替換算調整勘定 △ 871 ― ―
自己株式 △ 3,133 ― ―
資本合計 251,244 ― ―
負債、少数株主持分及び資本合計 381,091 ― ―
（純資産の部）
株主資本 ― 226,426 ―
資本金 ― 17,117 ―
資本剰余金 ― 9,477 ―
利益剰余金 ― 202,924 ―
自己株式 ― △ 3,094 ―
評価・換算差額等 ― 38,230 ―
その他有価証券評価差額金 ― 38,362 ―
繰延ヘッジ損益 ― 83 ―
為替換算調整勘定 ― △ 215 ―
少数株主持分 ― 27,995 ―
純資産合計 ― 292,652 ―
負債純資産合計 ― 401,891 ―

中間連結損益計算書
（平成18年4月1日から平成18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
(17年9月30日) (18年9月30日) （△は減）

売上高 211,761 207,802 △ 3,958
売上原価 144,681 141,504 △ 3,176
売上総利益 67,079 66,297 △ 781
販売費及び一般管理費 56,820 57,338 518
営業利益 10,259 8,958 △ 1,300
営業外収益 1,751 2,226 475
営業外費用 410 260 △ 150
経常利益 11,600 10,925 △ 674
特別利益 340 69 △ 270
特別損失 382 531 148
税金等調整前中間純利益 11,558 10,464 △ 1,094
法人税、住民税及び事業税 4,470 4,090 △ 380
少数株主利益 843 975 132
中間純利益 6,244 5,398 △ 846

（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 （17年4月1日～ （18年4月1日～
17年9月30日） 18年9月30日) （△は減）

単位：百万円

中間連結キャッシュ・フロー計算書
（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,822 12,505 1,682

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 13,667 △ 11,086 2,580

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 4,756 △ 3,561 1,195

現金及び現金同等物に係る換算差額 60 62 1

現金及び現金同等物の増減額 △ 7,540 △ 2,080 5,460

現金及び現金同等物の期首残高 54,047 42,803 △ 11,244

現金及び現金同等物の中間期末残高 46,506 40,722 △ 5,784

（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 （17年4月1日～ （18年4月1日～
17年9月30日） 18年9月30日) （△は減）

中間貸借対照表
（平成18年9月30日現在） 単位：百万円

（資産の部）
流動資産 45,690 47,219 1,529
固定資産 189,338 199,997 10,659
資産合計 235,028 247,217 12,188
（負債の部）
流動負債 11,551 10,112 △ 1,438
固定負債 18,394 20,586 2,192
負債合計 29,946 30,699 753
（資本の部）
資本金 17,117 ― ―
資本剰余金 9,500 ― ―
利益剰余金 154,914 ― ―
その他有価証券評価差額金 26,629 ― ―
自己株式 △ 3,080 ― ―
資本合計 205,082 ― ―
負債及び資本合計 235,028 ― ―
（純資産の部）
株主資本 ― 186,030 ―
資本金 ― 17,117 ―
資本剰余金 ― 9,500 ―
利益剰余金 ― 162,452 ―
自己株式 ― △ 3,039 ―

評価・換算差額等 ― 30,486 ―
その他有価証券評価差額金 ― 30,486 ―
純資産合計 ― 216,517 ―
負債純資産合計 ― 247,217 ―

単位：百万円

中間損益計算書
（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）

科　　　目 前年中間期 当中間期 比　較
(17年9月30日) (18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 （17年4月1日～ （18年4月1日～

17年9月30日） 18年9月30日) （△は減）

営業収益 15,613 16,473 860
営業費用 5,550 5,539 △ 11
営業利益 10,062 10,934 871

営業外収益 525 971 446
営業外費用 54 10 △ 43
経常利益 10,534 11,895 1,360

特別利益 137 44 △ 92
特別損失 ― 45 45
税引前中間純利益 10,671 11,894 1,222
法人税、住民税及び事業税 150 443 293
中間純利益 10,521 11,451 929
前期繰越利益 24,122 ― ―
自己株式処分差損 13 ― ―
中間未処分利益 34,630 ― ―

（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。

単位：百万円

中間連結株主資本変動内訳
（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
平成18年3月31日残高 17,117 9,483 200,487 △ 3,176 223,912
中間連結会計期間中の変動額
剰余金の配当 △ 2,785 △ 2,785
利益処分による役員賞与 △ 175 △ 175
中間純利益 5,398 5,398
自己株式の取得 △ 39 △ 39
自己株式の処分 △ 5 121 115
中間連結会計期間中の変動額合計 — △ 5 2,437 82 2,513
平成18年9月30日残高 17,117 9,477 202,924 △ 3,094 226,426

（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。

「純資産の部」
新たな会計基準により、当中間連結会計期間から、従来の「資本の
部」「少数株主持分」等を、「純資産の部」として表示することになりま
した。

売上高

経常利益

各事業において積極的な販売促進活動や新市場開拓を進め出荷伸長を
図りましたが、主に日清エンジニアリング（株）において前年上期の完工高
が高水準であった反動などにより、売上高は前年を下回りました。

各事業において出荷伸長、コスト削減を実施しましたが、主に、日清
ファルマ（株）における主力のコエンザイムQ10の収益低下と日清エ
ンジニアリング（株）の売上げ減少により、経常利益は前年を下回り
ました。

単独決算の状況



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） 421,359 425,000 ＋ 3,641 ＋ 0.9%

経常利益（百万円） 24,774 24,500 △ 274 △ 1.1%

当期純利益（百万円） 13,541 13,400 △ 141 △ 1.0%

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］

連結業績推移
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株式の状況（平成18年9月30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

■株主数
14,377名（前期末比408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 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 13,204 5.1
（信託口）
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 10,398 4.0
（信託口）
株式会社みずほコーポレート銀行 9,943 3.8
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（ 356名）46,770千株（18.2%）
個人・その他（13,596名）39,613千株（15.4%）
外国人 （ 266名）44,498千株（17.4%）
証券会社 （ 36名） 7,985千株（ 3.1%）

金融機関（123名）
117,667千株（45.9％）

50万株以上（81名）
185,974千株（72.5％）

5万株以上 （ 193名）31,916千株（12.5%）
5,000株以上（2,115名）23,944千株（ 9.3%）
500株以上 （8,549名）14,169千株（ 5.5%）
500株未満 （3,439名） 531千株（ 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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東京都千代田区神田錦町一丁目25番地
URL   http://www.nisshin.com

■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 （平成18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
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。




