
第163期　ご報告

株主のみなさまへ
平成18年4月1日から平成19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、企業の設備投資が順

調に推移しているものの、調達コストの高騰や、少子高

齢化の影響に伴う需要の伸び悩みなど、企業を取り巻

く環境は依然厳しいものがあります。

その中で当社は業績回復に向けて、国内においては

生産性の向上、一層のシェアアップ、次世代新製品開発

のスピードアップを図ってまいります。また海外におい

ては北米、東南アジア、中国においてコスト面、販売面

での競争力の強化を図っていきます。更には内部統制

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推進してまいります。

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を注視し、また本年4月より施

行された改正食糧法に伴う新たな小麦売却制度の小麦

粉関連業界への定着に取り組んでまいります。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19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163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。

当期におきましては、企業収益の改善を背景とした設

備投資の活発化、堅調な個人消費の継続、雇用情勢の

改善等により、景気は回復基調で推移いたしましたが、

一方で食品業界におきましては、円安や原油高による

原材料価格の上昇、国内の小麦粉関連市場の需要低迷

など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。

当社は、各事業において、積極的な販売促進活動や

新チャネル開拓を推進し出荷伸長を図り、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、健康

食品事業において主力のコエンザイムQ10のブームが

沈静化し、需給バランスの変化により売上げが減少し

たこと、また製粉、加工食品事業等でのシェア拡大に向

けた販売促進費の投入、出荷構成の悪化や調達コスト

アップの影響で連結業績は前年を下回りました。

以上の結果、売上高は4,181億90百万円（前期比

99.2%）と減収となり、また経常利益は228億15百万円

（前期比92.1%）、当期純利益は123億3百万円（前期比

90.9%）とそれぞれ減益となりました。

当社の利益配分に関しましては、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1株あたり18円と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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社長インタビュー

グループを取り巻く事業環境と、当期の業績の

概要についてお話しください。

当期の業績は、事業によっては出荷伸長を実

現し健闘したところもありましたが、グループ全

体としては減収減益の決算と残念な結果となりました。

注目を浴びていたコエンザイムQ10が各社の増産競争

や新規参入により世界市場で供給過剰となった結果、

当社においても原体価格の下落とそれに伴う出荷減

少により、健康食品事業の業績が悪化したことが影

響しました。また、製粉、加工食品事業において需要

の伸び悩みの中で出荷構成が悪化したこと、シェア

拡大を目指した積極的な販売促進活動を推進したこ

とや原油高、穀物相場高、円安等によるコストアップ

も利益へのマイナスインパクトを与えました。

こうした厳しい環境にあったものの、中長期的なグ

ループの発展に貢献するいくつかの施策を当期も実

行することができました。代表的な取組みとして、製

粉事業においては総投資額120億円の東灘工場のラ

イン増設工事を進めておりますが、その第一期工事

として昨年5月に立体自動倉庫が完成し、物流面で

の効果が現れております。加工食品事業においては、

昨年11月にマ・マーマカロニ（株）宇都宮工場に大型

パスタラインを新設しました。これにより、今後の出荷

伸長への対応が万全となり、また更なるコスト競争力

強化が大いに期待されています。海外展開において

も、昨年12月に中国のプレミックス事業の生産能力倍

増となる新工場が

山東省即墨市で

稼働し、中国での

出荷伸長を図るな

ど、環太平洋エリ

アの拠点拡大を着

実に進めました。

当期（平成18年度）の取組み、業績について

今回は、グループを取り巻く事業環境と当期の取組みに加え、中長期的な日清製粉グループの進む方向について、
長谷川社長にインタビューしました。

Q

A
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東灘工場のライン増設工事
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今後の見通し、事業戦略について

次期（平成19年度）以降の業績の見通しと各事

業の戦略をお聞かせください。

次期の見通しについては増収減益を見込んで

おります。減益となる主因は減価償却制度の変

更の影響によるものですが、その影響を除いても利益

成長が抑えられております。これは、食品業界を取り

巻く事業環境は一言で言えば原料インフレの製品デ

フレであり、当社グループにおいてもその影響が継続

していることに加えて、広告宣伝費、研究開発費など

の先行投資や事業拡大へ向けた支出増加を行ってい

くためであります。そうした環境下にはありますが、上

期をボトムに業績を回復基調に戻し、平成20年度に

おいて経常利益の過去最高更新を窺う水準を目指し

て取組みを進めてまいります。

国内においては一層のコスト削減を図っていくとと

もに、上昇を続けている調達コストに見合った適正な

利益を確保していくことを施策として打ち出していきた

いと考えています。各事業戦略については、製粉、加

工食品事業ではシェアアップと生産性向上を目指しま

す。また、進捗に遅れの生じています中食・惣菜事業

は早期に当初計画に追いつくべく改善施策に取り組

んでおり、百貨店、量販店等のチャネルでの取引拡大

が期待されています。健康食品事業はコエンザイムQ10

素材の需給バランスの悪化で短期的な業績回復は望

めませんが、製造、販売体制の見直しを進めるととも

に、消費者向け製品の開発のスピードアップを図って

いきます。

一方、海外においては、中国のプレミックス事業で

は新工場が稼働し、更なる売上げ増加が期待できる

体制が整いました。また、北米とタイの製粉事業では

コスト面、販売面での競争力の強化を行っていきます。

これらの施策の推進で連結収益向上への貢献が期

待されます。

製粉事業において政府からの小麦の売渡しの

仕組みがこの4月から変更となり、24年ぶりに

小麦が値上げされましたが、業績に与える影響をお聞

かせください。

本年4月の政府小麦売渡価格変動制の導入

は、それまで国際的な相場変動の動きに影響

を受けにくかった製粉業界にとっては大きな変革とな

ります。この仕組みにおいて政府の外国産小麦は、過

A

A

Q

Q



社長インタビュー

去の一定期間における政府買入価格の平均値に年

間固定の一定額のマークアップ（外国産麦売買差益）

を上乗せした価格で売り渡されることとなりました。本

年4月からは平均で1.3％の値上げが実施されました。

当社グループとしては、新たな制度運用開始に伴っ

て、小麦価格の改定を適正に小麦粉価格に反映させ

ていくように、お客様である二次加工メーカーに制度

の仕組みをご説明し、ご理解いただくように努めてき

ました。具体的には小麦粉を強力系、薄力系、中力

系の３つに分類し、小麦価格変動額をそのまま分類し

た各小麦粉価格へ反映させて、5月10日より改定を実

施させていただきました。業績への影響につきまして

は、売上げには若干のプラスとなるものの、利益に与

える影響はないものと考えています。

また、今後も小麦粉価格改定をスムーズに行えるよ

うに、この仕組みの定着に注力していきます。

新製品の上市が期待できる分野についてお話

をお聞かせください。

加工食品事業では大型新製品投入を行ってお

ります。当社グループにおいては「健康」を研究

開発の重点課題の一つとしており、それを具体化した

新ブランド「ナチュラート」を本年2月に立ち上げまし

た。その第一弾としては、オーガニックをテーマにした

パスタ、パスタソースなどを発売しております。今後も

このブランドで素材に対するこだわりを明確にした商

品を上市していきます。

これ以外にも本年度は製粉事業でも業務用小麦粉

の新製品発売を予定しているなど、各事業において

当社グループのオリジナルの技術をベースとした新製

品の発売が目白押しで

す。販売促進活動を含

めて中長期的な視点

で、売れ筋商品へと進

化させていき、業績へ

貢献させていきたいと

考えております。

過去の一定期間における政府買入価格の平均値に年間固定
の一定額のマークアップ（外国産麦売買差益）を上乗せした
価格で売却する仕組み�

・本年5月10日に小麦粉価格改定実施�
・小麦価格の改定を適正に小麦粉価格に反映�

政府小麦売渡価格変動制の導入（本年4月）�

当社グループの対応�

政府小麦売渡価格平均1.3%値上げ�

24年ぶりの値上げ�
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また、当社グループが今後新製品開発において重

点的に取り組んでいくテーマとして「包装」を取り上げ

ており、製品安全や利便性はもとより環境への配慮、

デザインなどで優れた成果を上げていく取組みを進め

ております。

中長期的な日清製粉グループの進む方向につ

いて教えてください。

国内の少子高齢化の進展に伴い成長の原動

力を海外事業拡大に向けていきます。当社グ

ループで特に高い製造技術を持ち競争優位を発揮

できる製粉、プレミックスを中心として、環太平洋にお

ける当社グループのプレゼンスを高めていきたいと考

えております。

また、国内においても多くの商品群でトップシェアを

有している強みを活かして、更なる販売シェアの獲得

をしていくとともに、絶え間ない収益構造の改善への

取組みをしていきます。加えて、中食・惣菜業界など残

された成長分野への展開を積極的に図り、高収益の

確保を図っていきます。

最後に、事業戦略以外で社長の考える重点的

な取組み課題をお聞かせください。

企業にとって経営戦略遂行とその成果である

連結業績向上だけが責務ではないと考えてお

ります。企業として存在していくためには、コンプライア

ンスの徹底、食品安全、環境保護等の社会的責任を

きちんと果たしていくことが大切であり、これまでも継

続的に努力を重ねてまいりました。本年度は特に内部

統制制度の再構築を積極的に推進し、金融商品取引

法が要請する実施時期よりも1年前倒しでの実施を重

点的なテーマとして、グループを挙げて取組みを進め

ております。

そうした中、企業が今後もその力の源泉を維持し、

ますます発展していく原動力はやはり「人」であると考

えています。当社グループは分社して6年が経過しま

したが、分社という強い遠心力が働いている中、求心

的に経営を行っていける人材育成が急務であります。

また、海外戦略を加速させていく経営方針の下、国

際的にも通用する人材育成という視点も重要と考え

るところであります。

Q

Q

A

A
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中国におけるプレミックス事業の生産能力倍増

日清製粉グループは、一層の拡大が期待される中国マーケットにおいて、これまでの生産能力を倍増させた

新工場を建設し、中国におけるプレミックス事業の更なる発展に踏み出しました。

当社グループは平成14年に日本のプレミックス業界

では初めて中国に進出し、主として日本への食品加工

を行っている現地企業に業務用のプレミックス製品の供

給を行ってきましたが、販売数量が順調に拡大している

ことから、山東省即墨市に新しい工場を建設し、平成18

年12月より稼働を開始しました。新工場は、最新の設計

思想に基づき製品安全対策を強化し、より一層きめ細

かな製造対応を可能とした最新鋭工場となっています。

当社グループは、今後もプレミックス事業で築き上げ

てきた中国ビジネスでのノウハウを活用し、製粉、加工

食品など当社グループの強みを活かした新たな事業展

開をリスクに配慮して進めてまいります。そのため、中国

室を設置するとともに、上海に直轄のスタッフを配置し、

次なる投資機会の検討を行っております。

新日清製粉食品（青島）有限公司全景

新工場内部

新会社開業式典（平成19年4月）
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中国プレミックス出荷量推移

中国プレミックス事業における拡大の歩み

新日清製粉食品（青島）

黒龍江省

北京

河北省

遼寧省

福建省

主要な販売地域

河南省

山東省

広東省

上海

■平成14年12月
中国・青島に青島日清製粉食品有限公司を設立、プレミック
ス工場を新設し、中国事業の第一歩をスタート

■平成18年12月

新たに設立した新日清製粉食品（青島）有限公司の新工場
稼働開始

■平成19年上期予定

新工場に設備を集約、生産能力を倍増させるとともに二社を
合併

新日清製粉食品（青島）有限公司の概要［合併後］
■所在地： 中華人民共和国山東省即墨市城西六路

（青島服装工業園内）
■資本金： 9.2億円
■生産能力： 4,500t/年（1シフト）
■生産品目： ブレダー・バターミックス、ベーカリーミックス、

ドーナツミックス、ケーキミックス、その他
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トピックス

日清製粉（株）鶴見工場と日清サイロ（株）鶴見事業所がAIBの食品安全監査制度で「SUPERIOR」評価

日清製粉（株）の国内最大規模を誇る鶴見工場（小麦処理能力：2,150トン/日）と日清サイロ（株）鶴見事業所においてAIB
（American Institute of Baking）が実施しているFood Safety（食品安全）の監査を受審し、「SUPERIOR」の高い評価を受
けました。すでに日清製粉(株)知多工場と日清サイロ（株）知多事業所では平成16年1月から製粉業界初の「SUPERIOR」
の評価を4年連続で受けており、知多工場に加え鶴見工場でも最上位ランク
の評価を受けたことになります。
日清製粉（株）は、食品業界に求められる品質管理レベルが急速に高まってい
る状況に鑑み、既に認定を受けたISO22000等に加え第三者評価のシステム
として今回の審査の有用性を評価し、今後も品質管理体制のより一層の強化
充実を図るとともに更に安全な製品をお届けするための取組みを継続強化し
てまいります。

日清フーズ（株）業務用プレミックス「達人厨房」新発売

日清フーズ（株）は平成18年6月に業務用営業部を発足させ、
業務用製品の拡販に注力しており、同年11月には初めて「業務
用新製品発表会」を開催しました。
独自の製法により、水との関係を徹底的に追究した小麦粉
「スーパーHHS-α」を新開発し、その機能を応用した業務用プ
レミックス「日清 達人厨房」シリーズ4品の新製品を発表しま
した。
「スーパーHHS-α」は、ダマになりにくい、しっとり感が長持ち
する、パサつき・ボソつきを抑えるなど多くの機能を持ち、そ
れにより、天ぷらは口どけがよくサクッとした食感になり、パ
ンケーキやクレープはしっとりなめらかな口当たりになるな
ど、料理にあった特性をプレミックスに与えることができます。
今後外食、コンビニエ
ンスストアなどの業務
用として大いに販売拡
大してまいります。

マ・マーマカロニ（株）宇都宮工場
―パスタの製造設備増強―

マ・マーマカロニ（株）は、平成16年１月の神戸工場
でのパスタ大型製造ライン設置に続き、宇都宮工
場においても製造ラインの増設工事を行っており
ましたが、この度無事完工し、平成18年11月から
新ラインの稼働を開始しました。
今回増設した新ラインの製造能力は毎時2トンであ
り、宇都宮工場のロングパスタの製造能力が従来
に対して約6割増加し、大幅な増産体制を確保いた
しました。合わせて、包装ラインの合理化も行い、
更なる生産効率の向上
や製品安全の向上が図
られました。この製造設
備増強によりパスタの
販売伸長に対応できる
供給体制が整いました。

日清製粉（株）鶴見工場

マ・マーマカロニ（株）
宇都宮工場の新製造ライン

日清フーズ（株）
「業務用新製品発表会」
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新グループＣＭにCHAGE and ASKAの新曲“Here & There”を起用
全国ツアー『CHAGE and ASKA Concert tour 2007 DOUBLE』に協賛

（株）日清製粉グループ本社は、平成19年1月にリリースされた
CHAGE and ASKAニューシングル“Here & There”を、当社グ
ループの企業ＣＭに起用するとともに、平成19年の全国ツアー
『CHAGE and ASKA Concert tour 2007 DOUBLE』に協賛してお
ります。
新ＣＭで起用するCHAGE and ASKAの新曲“Here & There”は
「躍動感や感動、そして未来へ発展」するグループ企業のイメージ
にふさわしい新曲で、この新グループＣＭは平成19年1月から放映
しています。
また、平成19年3月より始まった全国ツアー『CHAGE and ASKA Concert tour 2007 DOUBLE』に日清製粉グループ
として協賛し、全国51会場のコンサート来場者へのPR活動を展開するとともに、今後更に、CHAGE and ASKAの音
楽を通じて当社グループへの共感者拡大を目指します。

日清製粉グループ　WFPの活動を支援

現在、世界では8億5,000万人が飢餓にさらされています。それら飢餓に直面している人々へ「飢餓と貧困の撲滅を使命
としていつでもどこでも必要としている人々に食糧を届ける」という理念のもと、国際連合の機関であるWFP（World
Food Programme - 国連世界食糧計画）は積極的な活動を世界的に展開しています。
当社の創業者正田貞一郎は「儲けるだけでは神様がお許しにならない。事業をやる以上は社会に奉仕する、株主に尽く
す、社員の幸福増進についても十分に考えておくべきもの」という想
いを昭和25年の創立50周年式典で述べております。
その理念の下、日清製粉グループは主要穀物である小麦を取り扱う
食品企業として、WFPの日本における特定非営利活動法人である国
連WFP協会に加入いたしました。これからも、常に時代に適合した
CSR（企業の社会的責任）を果たし、明日の世代に大地の恵みを手渡
すという当社グループの想いを込めて、WFPの活動を支援してまい
ります。

『CHAGE and ASKA Concert tour 2007 DOUBLE』に協賛

WFPの活動の支援
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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19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46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19年3月31日現在）
■製粉事業 1,264名
■食品事業 3,030名
■その他事業等 673名
■グループ本社 245名
合計 5,212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

◆ 日清製粉株式会社

製粉事業

◆ 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

◆ 日清フーズ株式会社

加工食品事業 酵母・バイオ事業 健康食品事業

◆ オリエンタル酵母工業株式会社 ◆ 日清ファルマ株式会社

◆ 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

◆ 日清ペットフード株式会社

ペットフード事業

◆ 日清エンジニアリング株式会社

エンジニアリング事業

メッシュクロス事業 配合飼料事業

その他

◆ NBC株式会社 ◆ 日清丸紅飼料株式会社

食品事業

その他事業
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製粉事業

〈当期の概況〉
製粉事業につきましては、国内の小麦粉市場の需要が

前年を下回り、低価格製品への需要シフトが進むなど厳
しい環境となる中、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、ターゲットを明確にして販売促進策
を展開したことにより、出荷は前年を上回りました。
小麦粉の生産・物流面では昨年5月に東灘工場の立体

自動倉庫が完成し業務の効率化とコスト競争力の強化に
努めました。また安心・安全への取組みとしましては、本年
3月にアメリカの衛生管理手法であるAIBの監査で鶴見工
場が知多工場に続いて「SUPERIOR」の最上位ランクの評

〈次期の見通し〉
製粉事業につきましては、自由化を見据えた市場の変

化、ニーズを迅速かつ的確に捉えた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、出
荷伸長と収益の確保を図ってまいります。生産・物流面で
は、平成20年の東灘工場新ラインの稼働に向けた取組み
を進め、自由化に対応した生産性向上、シェアアップを実
現する事業基盤を確立いたします。
また、本年4月の改正食糧法施行により、政府売渡価格
変動制が導入され、外国産小麦の政府売渡価格は24年ぶ
りに平均1.3%の値上げとなりました。それに伴い業務用
小麦粉の価格改定も5月に実施いたしましたが、今後も当
面年2回の小麦価格改定において、適正な小麦粉価格へ
の反映を実施してまいります。
海外事業につきましては、北米でのコスト競争力及び販
売競争力の強化を推進するとともに、タイから中国市場
に向けた小麦粉の出荷増を目指すなど、環太平洋戦略を
推進してまいります。

価を受けるなど、より一層
の品質管理体制の強化充
実を図っております。
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。
海外戦略につきまして

は、カナダのロジャーズ･フーズ（株）が順調に稼働率を高
め、出荷伸長を図るとともに、タイにおいても積極的な営
業施策を展開し、出荷伸長を図りました。

37.0%

製粉事業売上高

154,722百万円

日清製粉（株）
「2007モバックショウ（国際製パン製菓
関連産業展）」に出展

日清製粉（株）
「2006めん産業展」

に出展
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食品事業

〈当期の概況〉
加工食品事業につきましては、加工食品業界全般として需要の伸び悩みの継
続に加え、原材料価格の高騰と為替の影響により厳しい状況にありましたが、
積極的な販売促進活動の結果、パスタ、パスタソース、お好み焼き粉、ホット
ケーキ、から揚げ粉、冷凍食品等の出荷は前年を上回りました。更に本年2月に
は家庭用常温食品におきまして新製品26品目・リニューアル品14品目を発売
し、家庭用冷凍食品におきましても新製品7品目・リニューアル品1品目を発売
いたしました。なかでもオーガニック素材を使用した新ブランド「ナチュラート」
を発売するなど新たな顧客層の開拓を図りました。中食・惣菜事業につきまし
てはその進捗に遅れが生じておりますが、工場オペレーション改革などの改善
施策を着実に実行しております。また新たな取組みとして有機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」を出店する等積極
的な事業展開を図りました。安心・安全への取組みにつきましては、昨年5月の
「食品に残留する農薬等のポジティブリスト制度」導入に伴い、品質保証体制を
一層強化いたしました。また海外戦略につきましては、昨年12月に中国で新し
いプレミックスの工場が稼働し生産能力を倍増するなど、北米、タイ、中国の
各拠点とも着実に事業を拡大し、出荷は好調に推移いたしました。
酵母・バイオ事業につきましては、お客様への新製品提案を積極的に行い、

〈次期の見通し〉
加工食品事業につきましては、食卓提案企業として本格簡便・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、生産性向上に取り組んでまいります。中食・
惣菜事業につきましては、改善施策を着実に実施するとともに、有機JAS認証
野菜を使用したメニュー開発等により百貨店・量販店等での取引拡大を目指
します。海外展開につきましては、新工場が稼働した中国プレミックス事業で
の売上げ増加など、環太平洋エリアの事業拡大を更に推進してまいります。
酵母・バイオ事業の酵母事業ではお客様との新製品の共同開発を行う等の
新たな施策も進め、売上げの伸長を図ってまいります。バイオ事業では海外企
業との業務提携を始めとした分析事業の業容拡大や、バイオイノベーション
センターにおける新製品開発の早期化を図ることにより、更なる成長を目指
してまいります。

健康食品事業につきましては、主力のコエンザイムQ10素材の市場環境が
引き続き厳しいと予想される中、その生産、販売体制の見直しを図ります。ま
た、昨年秋より店舗販売、通信販売において次々市場に送り出した新製品の
更なる浸透を図るべく、販売強化を進めてまいります。

酵母事業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、健康食品素材を主体としたミ
ネラル酵母類の拡販により、売上げ
は前年を上回りました。バイオ事業
では、受託試験・受託飼育などの研
究支援事業は堅調に推移いたしま
したが、バイオニュートリショナル
製品や飼料受託事業は低迷し、売上げは前年を下回りました。
健康食品事業につきましては、主力製品のコエンザイムQ10においてはブー
ムの沈静化や他社の生産設備増強による需給バランスの変化により、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、消費者向け製品の新規プログラムに着手し、通信販売専用
として昨年9月に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、また昨年12月にはダイエット食品の新ブランド「rachic Diet（ラシ
ク・ダイエット）」を発売しました。更に店舗販売向けには、昨年10月に「リフレ
ライン」、本年3月には「美惑サプリ」と「アイクリスタル」を発売するなど新製
品の上市に注力しました。

52.7%

食品事業売上高

日清フーズ（株）
「日清フーズエンジョイパスタ！
パーティ2006」を開催

日清ファルマ（株）
「第7回JAPANドラッグストアショー」
に出展

220,545百万円
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その他事業

〈当期の概況〉
ペットフード事業につきましては、原材料価格の高騰に
よる厳しい環境の中、昨年9月には猫用「キャラット・私は」
シリーズ、犬用「ヘルシーレーベル」、また本年3月には業
界初となるスープ付きドッグフード「ラン・ミールミックス
おいしいスープつきました」を投入するなど、拡販施策を
推進し、猫用及び犬用製品とも売上げは前年を上回りま
した。犬用プレミアム製品「JP-Style」は、お客様の幅広
いニーズに応えるため品揃えを充実し、ターゲットを絞っ
た宣伝活動を展開し認知拡大に注力しました。
エンジニアリング事業につきましては、前年高水準であ
ったプラントエンジニアリングにおいて関連業界の設備

〈次期の見通し〉
ペットフード事業につきましては、国産メーカーとして

の優位性を活かして、安心・安全・健康による差別化され
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、積極的な営業活動を推進します。
エンジニアリング事業につきましては、主力のプラント
エンジニアリング受注確保の他、高周波熱プラズマ法に
よる合金ナノ粒子の開発に成功するなどの技術力を生か
して粉体加工分野においても拡販を図ってまいります。
メッシュクロス事業につきましては、海外市場への積極
的な展開を図るとともに、国内市場の販売力を強化し、研
究開発体制の充実等により高付加価値製品の市場への投
入を推進してまいります。

投資の一服感や前年の大
口工事の完工が例年より
高水準であった反動によ
り、売上げは前年を大幅
に下回りました。
メッシュクロス事業に

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・海外ともほぼ横ばいで推移しまし
た。化成品は自動車用フィルターが順調に推移し、また産
業資材用メッシュクロスの売上げが大きく伸長したこと
により、全体で売上げは前年を上回りました。

10.3%

その他事業売上高

日清ペットフード（株）
「キャラット・私は」シリーズ　CM

42,922百万円

日清エンジニアリング（株）
「nano tech 2007」に出展



新製品のご紹介

●日清 天ぷら王
（日清フーズ（株）：天ぷら粉）
新開発の小麦粉をブレンドすることで、サクッ
とした食感が際立つ、今までにない軽さの衣
が実現いたしました。また、はがれやすいナス
やししとう等の野菜の天ぷらや、バラバラにな
りやすいかき揚げも上手に作れるようになり
ました。機能性に富んだ天ぷら粉、「天ぷら王」
で市場を活性化いたします。
（平成19年2月新発売）

●rachic Diet（ラシク・ダイエット）
（日清ファルマ（株）：ダイエットサポート食品）
ラシク・ダイエットは、「キレイは健康から、健康は毎日の食事から」
という考えのもと開発されました。普段の食事と一緒に摂る「糖質
デザイン・スープ」をベースアイテムに、特色あるサポートアイテム
もラインナップ。自分に合っ
たダイエット方法で、無理せ
ず健康的なキレイを目指す
通信販売専用の新しいダイ
エットプログラムです。
（平成18年12月新発売）

●ラン・ミールミックス
ツナとにんじんのスープがつきました（820g）

（日清ペットフード（株）：犬用総合栄養食）
グルメな愛犬のために考えた、ちょっ
と贅沢なスープ付きのドッグフード。
スープをかければ、更に風味豊かで
愛情たっぷりの美味しい食事が出来
上がります。
（平成19年3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）
レンジ食品売場は常に新商品への消費者の期待度が高く、定番
メニューのほかに新しいメニューの提案が不可欠となっています。
今春、「ホットスナックパスタ」シリーズに、細挽きソーセージの旨
みが際立つ「ソーセージのペペロンチーニ」と、絶妙なスパイスの
味わいを効かせた「スパイシーカ
リー」を加えました。定番メニュー
には、牛肉のコクと旨みが本格的
な「ボロネーゼ」を加え、好評の
「たらこ生風味ソース」は卵黄を加
えてよりまろやかで旨みが際立つ
おいしさへとリニューアルを行い
ました。
（平成19年2月新発売）

●ディ・チェコ 冷凍パスタシリーズ
（日清フーズ（株）：冷凍パスタ）
イタリアが生んだ高品質パスタ「ディ・チェコ」を使用した本格冷
凍パスタシリーズから、昨年秋に引き続き2アイテムを新発売し、
成長著しい高価格帯冷凍パスタ市場におけるラインナップの強化
を図ります。今回は、定番メニューであるボロネーゼに、あっさりと
したクセのないフレッシュなおいしさが特徴の仔牛肉を使用する
ことで付加価値を高めた「仔牛と
きのこのボロネーゼ」と、冷凍だ
からこそ再現できるバジルのさわ
やかな香りと鮮やかな色合いを活
かした「バジリコとチーズのジェノ
ヴァ風ソース」を発売しました。
（平成19年2月新発売）

●ナチュラート オーガニックスパゲティ
（日清フーズ（株）：パスタ）
「Naturart（ナチュラート）」は「食を通して、おいしく食べて、楽しく
生きる」というこだわりの「ライフスタイル」を提案する日清フーズ
（株）の新ブランドです。「『食べる』と『生きる』を楽しもう」のブラン
ドメッセージのもと、第一弾は「オーガニック」がテーマの商品を発
売。スパゲティには良質な北米産有機デュラム小麦のセモリナを
100％使用し、米国ワシントン州の当社グループのパスタ工場で製
造いたしました。有機デュ
ラム小麦の自然な風味が
楽しめるスパゲティです。
（平成19年2月新発売）
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連結財務ハイライト

平成15年3月 平成16年3月 平成17年3月 平成18年3月 平成19年3月
第159期 第160期 第161期 第162期 第163期 対前年 増減率

経営成績
売上高（百万円） 402,313 434,125 416,222 421,359 418,190 △ 3,169 △ 0.8%
営業利益（百万円） 17,706 21,756 22,896 22,169 19,184 △ 2,985 △ 13.5%
経常利益（百万円） 19,937 22,893 25,120 24,774 22,815 △ 1,959 △ 7.9%
当期純利益（百万円） 10,575 11,575 13,597 13,541 12,303 △ 1,238 △ 9.1%
利益率
売上高営業利益率 4.4% 5.0% 5.5% 5.3% 4.6% △ 0.7%
売上高経常利益率 5.0% 5.3% 6.0% 5.9% 5.5% △ 0.4%
売上高当期純利益率 2.6% 2.7% 3.3% 3.2% 2.9% △ 0.3%
自己資本当期純利益率（ROE） 5.0% 5.2% 5.8% 5.4% 4.6% △ 0.8%
財務状況
総資産（百万円） 316,330 359,820 372,968 399,899 408,437 ＋ 8,538 ＋ 2.1%
純資産（百万円） 211,197 230,555 241,282 264,535 300,306 ＋ 35,771 ＋ 13.5%
自己資本（百万円） 211,197 230,555 241,282 264,535 270,974 ＋ 6,439 ＋ 2.4%
自己資本比率 66.8% 64.1% 64.7% 66.2% 66.3% ＋ 0.1%
1株当たり指標
当期純利益（円） 44.29 49.16 58.06 52.80 48.66 △ 4.14
純資産（円） 904.80 996.59 1,042.92 1,046.00 1,069.71 ＋ 23.71
配当金（円） 9 11 14 18 18 0

［連結財務ハイライト（平成15年3月期～平成19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。
※純資産は会社法適用前の第162期までは、旧株主資本すなわち資本の部合計を記載しておりましたが、会社法適用後の第163期はこれに少数株主持分（29,331百万円）
等が含まれることとなりました。

売上高（百万円） 418,190 430,000 ＋ 11,810 ＋ 2.8%

営業利益（百万円） 19,184 19,000 △ 184 △ 1.0%

経常利益（百万円） 22,815 22,600 △ 215 △ 0.9%

当期純利益（百万円） 12,303 12,000 △ 303 △ 2.5%

平成19年3月期実績 平成20年3月期見通し 前年差 前年比

［平成20年3月期連結業績見通し］
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■売上高（百万円）

■総資産　■自己資本（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）■自己資本当期純利益率（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19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 172,870 178,649 5,779
固定資産 227,029 229,788 2,759
資産合計 399,899 408,437 8,538
（負債の部）
流動負債 64,530 67,304 2,773
固定負債 43,334 40,827 △ 2,507
負債合計 107,865 108,131 266
（少数株主持分）
少数株主持分 27,498 ― ―
（資本の部）
資本金 17,117 ― ―
資本剰余金 9,483 ― ―
利益剰余金 200,487 ― ―
その他有価証券評価差額金 40,835 ― ―
為替換算調整勘定 △ 212 ― ―
自己株式 △ 3,176 ― ―
資本合計 264,535 ― ―
負債、少数株主持分及び資本合計 399,899 ― ―
（純資産の部）
株主資本 ― 231,436 ―
資本金 ― 17,117 ―
資本剰余金 ― 9,779 ―
利益剰余金 ― 207,550 ―
自己株式 ― △ 3,010 ―
評価・換算差額等 ― 39,537 ―
その他有価証券評価差額金 ― 39,102 ―
繰延ヘッジ損益 ― 41 ―
為替換算調整勘定 ― 394 ―
少数株主持分 ― 29,331 ―
純資産合計 ― 300,306 ―
負債純資産合計 ― 408,437 ―

連結損益計算書
（平成18年4月1日から平成19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
(18年3月31日) (19年3月31日) （△は減）

売上高 421,359 418,190 △ 3,169
売上原価 285,910 285,598 △ 311
売上総利益 135,449 132,591 △ 2,857
販売費及び一般管理費 113,279 113,407 128
営業利益 22,169 19,184 △ 2,985

営業外収益 3,437 4,234 796
営業外費用 833 603 △ 229
経常利益 24,774 22,815 △ 1,959
特別利益 1,224 3,776 2,551
特別損失 898 2,547 1,648
税金等調整前当期純利益 25,101 24,044 △ 1,056
法人税、住民税及び事業税 8,869 7,875 △ 994
法人税等調整額 676 1,494 818
少数株主利益 2,014 2,371 356
当期純利益 13,541 12,303 △ 1,238

（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 （17年4月1日～ （18年4月1日～
18年3月31日） 19年3月31日) （△は減）

単位：百万円

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19年3月31日まで）

営業活動によるキャッシュ・フロー 21,054 17,469 △ 3,585

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 25,297 △ 6,961 18,335

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 7,274 △ 5,225 2,049

現金及び現金同等物に係る換算差額 272 366 93

現金及び現金同等物の増減額 △ 11,244 5,648 16,893

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期末残高 42,803 48,452 5,648

（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 （17年4月1日～ （18年4月1日～
18年3月31日） 19年3月31日) （△は減）

貸借対照表
（平成19年3月31日現在） 単位：百万円

（資産の部）
流動資産 39,004 33,264 △ 5,739
固定資産 196,543 209,170 12,626
資産合計 235,548 242,434 6,886
（負債の部）
流動負債 3,666 3,580 △ 85
固定負債 22,260 21,608 △ 652
負債合計 25,926 25,189 △ 737
（資本の部）
資本金 17,117 ― ―
資本剰余金 9,500 ― ―
利益剰余金 153,847 ― ―
その他有価証券評価差額金 32,277 ― ―
自己株式 △ 3,122 ― ―
資本合計 209,621 ― ―
負債及び資本合計 235,548 ― ―
（純資産の部）
株主資本 ― 185,638 ―
資本金 ― 17,117 ―
資本剰余金 ― 9,500 ―
利益剰余金 ― 162,024 ―
自己株式 ― △ 3,003 ―

評価・換算差額等 ― 31,606 ―
その他有価証券評価差額金 ― 31,606 ―
純資産合計 ― 217,245 ―
負債純資産合計 ― 242,434 ―

単位：百万円

損益計算書
（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）

科　　　目 前事業年度 当事業年度 比　較
(18年3月31日) (19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。

前事業年度 当事業年度 比 較
科　　　目 （17年4月1日～ （18年4月1日～

18年3月31日） 19年3月31日) （△は減）

営業収益 20,940 22,246 1,305
営業費用 10,993 11,315 322
営業利益 9,947 10,930 983

営業外収益 1,051 1,595 543
営業外費用 117 45 △ 72
経常利益 10,881 12,480 1,599

特別利益 566 1,692 1,125
特別損失 ― 91 91
税引前当期純利益 11,448 14,081 2,633
法人税、住民税及び事業税 17 16 △ 1
法人税等調整額 362 752 390
当期純利益 11,068 13,312 2,243
前期繰越利益 24,122 ― ―
自己株式処分差損 16 ― ―
中間配当額 1,611 ― ―
当期未処分利益 33,563 ― ―

（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

連結株主資本変動内訳
（平成18年4月1日から平成19年3月31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
連結会計年度中の変動額
剰余金の配当 △ 2,785 △ 2,785
剰余金の配当（中間配当） △ 2,279 △ 2,279
利益処分による役員賞与 △ 175 △ 175
当期純利益 12,303 12,303
自己株式の取得 △ 86 △ 86
自己株式の処分 296 251 547
連結会計年度中の変動額合計 ― 296 7,062 165 7,524
平成19年3月31日残高 17,117 9,779 207,550 △ 3,010 231,436

（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、当連結会計年度から、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、健康食品事業
における主力のコエンザイムQ10の供給過剰に伴う価格下落や出荷減少、エンジニアリング
事業において昨年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、出荷伸長を図り、コスト削減を実施しましたが、健康
食品事業の収益低下や、製粉、加工食品事業等での販売促進費の投
入、出荷構成の悪化や原材料、円安等のコストアップの影響により、
経常利益は前年を下回りました。

単独決算の状況
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■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
15,028名（前期末比243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 11,818 4.6
（信託口）
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 11,666 4.5
（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（ 364名）50,299千株（19.6%）
個人・その他（14,243名）39,938千株（15.6%）
外国人 （ 270名）41,545千株（16.2%）
証券会社 （ 33名） 7,233千株（ 2.8%）

金融機関（118名）
117,519千株（45.8％）

50万株以上（76名）
184,590千株（72.0％）

5万株以上 （ 193名）32,918千株（12.8%）
5,000株以上（2,118名）23,935千株（ 9.3%）
500株以上 （9,158名）14,557千株（ 5.7%）
500株未満 （3,483名） 533千株（ 0.2%）

株式の状況（平成19年3月31日現在）
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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19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19年6月27日現在）

代表取締役
取締役会長
代表取締役
取締役社長
専務取締役
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
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
監査役

正　田　　　修

長谷川　浩　嗣

村　上　一　平
宮　内　泰　高
中　村 司
中　村　　　勝
大　田　雅　巳
山　田　幸　良
山 増　郎
南　里　幹　久
池　田　和　穗
奥　村　有　敬

伊　藤　健　夫
大　石　公　雄
竹　内　　　昭
三　村　明　夫
河　和　哲　雄

■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。



東京都千代田区神田錦町一丁目25番地
URL   http://www.nisshin.com




