
第164期中間期　ご報告

株主のみなさまへ
平成19年4月1日から平成19年9月30日まで

健康と信頼をお届けする
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ては、1株当たり9円とさせていただきました。
当社は、長期的な企業価値の極大化を経営の基本方針と
し、コア事業と成長事業へ重点的に資源配分を行い、グルー
プ経営を展開しております。また当社グループの事業展開に
つきましては、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ると同時に、国内においては更な
る販売シェアの獲得とともに収益構造を改善し、加えて残
された成長分野への展開を図り、高収益の確保を図ってま
いります。これらの経営戦略を推進すると同時に内部統制
システムへの取組み、コンプライアンスの徹底、食品安全、
環境保護、社会貢献活動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、当社グループの収益基

盤を更に強固たるものとしていくと同時に、食品企業とし
ての使命である安全な製品をお届けし、お客様に安心して
いただけるように、品質保証体制の確立を図ってまいりま
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、株主、顧客、取引先、社員、社会等の皆様を始め各ス
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る所存であります。
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164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
化や個人消費の緩やかな回復が見受けられる一方、原油価
格や穀物相場の高騰などの影響によるコストアップにより、食
品業界を取り巻く環境は引き続き厳しい状況となりました。
このような厳しい環境下、当社グループの各事業におい
ては、新製品投入やシェアアップを図り、売上げを拡大する
とともに、更なるコストダウンに取り組んでまいりました。ま
た、本年4月に輸入小麦売渡価格が平均1.3%引き上げられ
たことに伴い、本年5月に業務用小麦粉の価格改定を行い
ました。小麦以外の原材料や商品等の調達コストも相場の
高騰や為替等の影響により上昇し、内部努力では吸収でき
ない水準に達しており、適正な利益を確保するため、加工食
品等についても価格改定に取り組みました。
以上の結果、売上高は2,108億51百万円（前年同期比

101.5%）と増収となりましたが、営業利益は82億7百万円
（前年同期比91.6%）、経常利益は103億36百万円（前年同
期比94.6%）と、主として調達コストの上昇と販売条件の悪
化等により減益となりました。中間純利益は特別利益の増
加により62億37百万円（前年同期比115.5%）と増益とな
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、5百万株、60億円を上限
とする自己株式の取得を決定し、株主の皆様への一層の利
益還元を実施するとともに、年間配当を前期に引き続き18
円とさせていただく予定です。また、当中間配当につきまし

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
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当社とグループ各社との事業系統図 （平成19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45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9月30日現在）
■製粉事業 1,274名
■食品事業 3,090名
■その他事業等 683名
■グループ本社 242名
合計 5,289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）

◆ 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



5

社長インタビュー

本年10月1日付けで就任した村上社長に、新社長としての抱負と日清製粉グループの取り組むべき課題などに
ついてインタビューしました。

Q 今般新社長に就任されましたが、抱負をお聞かせください。

当社グループは長期、短期の課題を数多く抱えて

おります。その課題解決のために長谷川前社長が

打ち出した方針を引き継ぎ、その具体化と実現を目指し

たいと考えております。

まず第一の課題は麦価引上げに伴う小麦粉や加工食品

の価格改定をお客様や消費者の皆様のご理解をいただき

ながらきちんと仕上げることだと考えています。

次に取り組むべき課題は来年度の計画策定です。当社

グループの業績に関して本年度をボトムに、過去最高益更

新に向けての道筋を示すとともに、来年度に取り組むべ

き具体的な施策を織り込んだ計画にしたいと考えていま

す。私からその編

成方針を示し、議

論を重ねた上で、

目標が実現可能

となる計画に仕

上げていきたい

と考えています。

昨今の経営環境を取り巻く変化はすさまじいものがあ

りますが、新社長として日清製粉グループが更に発展し

続けられるように、自分の持つ力をすべて注ぎ込む覚悟

でおります。

A

Q
大きな課題の1つである価格改定については、製粉、加工食品事業等で発表、実施しておりますが、
調達コストアップは企業が負担すべきではないかとの声に対してはどのように対応しているのでしょ
うか。また価格改定実施に向けた手応えについてお話しください。

製粉、加工食品事業等での価格改定につきまして

は、お客様や消費者の皆様になぜ価格改定が必要

なのかをご説明申し上げ、基本的にはご理解をいただけ

たのではないかと考えています。マスコミ等で食品の価格

改定が報じられる際も、なぜ食品メーカーが改定しなけ

ればならないのか背景が説明され、肯定的に受け止めら

れていると感じています。改めてその背景について申し上

げますと、穀物相場高、さらにはその原因となった原油高

は、1つには中国などのBRICsの経済発展に伴った動きの

結果であり、その経済発展や社会的な安定のためのコス

トであると言えます。もう1つはCO2排出に伴う温暖化、

異常気象等、環境保護の問題から循環型エネルギーであ

るバイオエタノールの利用が求められ、穀物が燃料に転

用されるという動きにつながっています。すなわち地球

環境を維持するコストであると言えます。これらのコスト

は私企業が単独で又は業界として負担する性格のもので

A
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Q 来年度計画策定に着手されているとのことですが、その計画を実行することで、日清製粉グループ
としてどのようなあり姿を目指しているのかお聞かせください。

現在取り組んでいる最大のテーマである価格改定

施策をきちんと仕上げた上で、来年度計画を実行

し、当社グループが継続的に過去最高益更新を実現でき

る基盤を作り上げていきます。具体的には食品企業にとっ

て、国内は人口減少によりどうしても成長に限りがありま

す。そうした中、今後も市場成長が期待できる海外での事

業を拡大していくことが成長の原動力となると考えてい

ます。当社はすでに10数年かけて環太平洋地域（北米、

東南アジア、中国）に拠点を確保してきましたが、今後は

その展開のスピードアップを図っていくことが課題であ

ります。当社グループが持つ製粉、プレミックス、パスタ

等の製造技術、販売手法は国際的にも十分に高い競争力

を持っており、それを活かして環太平洋におけるプレゼン

スを高めていきます。もちろん国内市場も重要な市場で

あることに間違いありません。国内の各事業においては

シェアアップを基本にそこで安定的に生み出されたキャッ

シュ・フローを海外等の成長事業に投資し、その結果とし

て企業成長を加速させていきます。

また、これらの経営戦略を支える研究開発、技術開発、

広告宣伝活動においても、まだまだなすべきことがあると

考えています。これらの活動が本当に事業戦略に合ったも

のとなっているか、また抜けている部分がないか検証する

とともに、例えば当社グループが過去から蓄積したノウハ

ウ、成果がきちんと活かされているかを点検していきたい

と考えています。

さらに、日清製粉グループの真の価値はお客様から得

ている「安心・安全」への信頼感であり、そのために大変

なコストをかけて取り組んできております。一方で日本人

はともすると、空気と水と安全保障はただと思っていると

昔から言われていますが、その話の中に食品の「安心・安

全」も入るのではないかと私は考えています。「安心・安

全」ということが今ほど求められていることはないと思い

ます。是非そうしたコストを消費者の皆様に認めていた

だき、きちんと評価していただけるように様々な形でア

ピールしていきたいと考えております。同時に、創業以来

100年以上をかけて築き上げてきた「安心・安全」のDNA

に一層磨きをかけ、品質保証体制の更なる充実に向けて

取組みを継続してまいります。

A

はないと考えております。

もちろん当社としてもコスト削減や生産性の向上といっ

た自助努力を行ってきましたし、これからもその努力を継

続してまいりますが、同時に今後もお客様や消費者の皆様

に対して様々な場面においてご説明申し上げ、価格改定

にご理解をいただけるよう努めてまいります。
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営業の概況

製粉事業

〈当中間期の概況〉
製粉事業につきましては、本年4月より輸入小麦の政

府売渡価格変動制度が導入され、輸入小麦の政府売渡価
格が平均1.3%引上げられたことに伴い、業務用小麦粉の
値上げ（本年5月10日から）を行いました。営業面では、
低価格製品への需要シフトが継続する厳しい環境となる
中、本年7月には市場創造型の業務用小麦粉の新製品5品
を市場に投入するなど、小麦粉価格改定と併せてリレー
ションシップ・マーケティングを積極的に推進し、お客様
との関係強化に努めた結果、小麦粉の出荷は前年を上回
りました。

〈通期の見通し〉
製粉事業につきましては、市場の変化を先取りし、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すると同時に、
本年7月に発売した小麦粉新製品5品についても積極的
な市場導入を図り、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、来年の東灘工場新ライン稼働に
向けた取組みを進め、生産性向上、シェアアップを実現す
る事業基盤を確立し、安心・安全施策についても引き続
き強化してまいります。
また、穀物相場の更なる高騰を受け、本年10月からの
輸入小麦の政府売渡価格が平均10%と大幅な引上げとな
ったことに伴い、本年11月5日より今年2回目の業務用小
麦粉の価格改定を実施しております。
海外事業につきましては、小麦相場の高騰に適切に対

処し、環太平洋戦略を推進するとともに、引き続きカナダ
及びタイでの事業拡大に努めてまいります。

生産・物流面では、来年の稼働に向けて東灘工場新ラ
イン増設工事を進めるなど生産性向上に取り組んでおり、
また安心・安全対策を更に強化してまいりました。
副産物であるふすまにつきましては、穀物相場の歴史的
高騰により各種飼料原料価格が高止まり、ふすま価格は堅
調に推移いたしました。
海外事業につきましては、カナダにおいて順調に稼働率
を高め、タイにおいても近隣諸国への輸出に取り組むな
ど積極的な営業施策を展開し、売上げ拡大を図りました。

日清製粉（株）
「業務用小麦粉新製品発表会」風景

日清製粉（株）
「ラーメン産業展2007」

出展風景
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食品事業

〈当中間期の概況〉
加工食品事業につきましては、調達コストの上昇や販売競争激化によ
り利益面では厳しい状況にありましたが、積極的な販促活動を推進した
結果、パスタ、冷凍食品、お好み焼き粉、から揚げ粉、乾麺などの売上げは
前年を上回りました。本年8月には家庭用常温食品におきまして新製品
18品目・リニューアル品15品目を発売し、家庭用冷凍食品におきまして
も新製品11品目・リニューアル品1品目を発売いたしました。また、本年
9月には調達コストアップに対応し、「ディ・チェコ パスタ」及び「マ・
マー パスタソース」の価格改定を実施いたしました。一方で、本年7月
には食品安全を目的とした規格であるISO22000の認証を日清フーズ
（株）及びマ・マーマカロニ（株）において取得するなど「安心・安全」体制
をより一層強化いたしました。中食・惣菜事業におきましては、改善施策
を着実に実施するとともに、売上げ拡大に向けた取組みを推進いたしま
した。海外事業におきましては、中国の新プレミックス工場の本格稼働に
より供給体制が整い、プレミックスの売上げは前年を上回りました。

〈通期の見通し〉
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

をコンセプトとして生活実感のある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。また、小麦粉、副原材料、包装資材等
の値上がりに伴い、本年11月15日より家庭用小麦粉、パスタ及び小
麦粉二次加工品の値上げを実施いたしました。中食・惣菜事業におい
ては新メニューの開発、提案等により更なる売上げの拡大を図ります。
また、海外事業につきましては中国、タイにおいて積極的な事業展開
に努めてまいります。
酵母・バイオ事業につきましては、酵母事業では、フラワーペースト
やマヨネーズ類の価格改定を進めるとともに、新製品開発やお客様へ
の提案力の強化に努め、フラワーペースト・油脂加工品を始め、イース
ト等主要製品の拡販を進めてまいります。バイオ事業では、生化学・
免疫製品を中心にした新製品上市と拡販に加え、トレーサビリティー
を強化した千葉工場の飼料製造ラインの新設や（株）オリエンタルバイ

オサービスの受託飼育施設の増強などにより、実験動物用飼料や研究
支援事業の業容を更に拡大してまいります。
健康食品事業につきましては、コエンザイムQ10素材の市場環境が

引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ると
同時に、店舗販売、通信販売において消費者向けに新製品を上市する
とともに、既に発売済みの製品の更なる浸透を図るべく、販売強化に
努めてまいります。

酵母・バイオ事業につきましては、酵母事業では、原材料価格の高騰
を受け、本年4月よりイーストの、また9月よりフラワーペーストやマヨ
ネーズ類の価格改定を実施いたしました。売上げとしましてはイース
ト関連やフラワーペーストなどは前年を上回りましたが、マヨネーズ・
惣菜などは前年を下回りました。バイオ事業では、診断薬原料や、バイ
オニュートリショナル製品、養魚用飼料、飼料受託事業などは前年を上
回りましたが、実験動物用飼料、研究支援事業などは前年を下回りまし
た。その結果、全体の売上げは前年を上回りました。
健康食品事業につきましては、コエンザイムQ10においては、ブーム
の沈静化や他社の増産等需給バランスの変化により、厳しい販売環境
が継続し、売上げは前年を下回りました。こうした中、本年4月にはダ
イエット食品「rachic Diet（ラシク・ダイエット）」に2品追加し、また本
年7月には血圧が高めの方に適した特定保健用食品「サーデンペプチ
ドドリンク」を上市し、消費者向け製品の拡販に注力しました。

イニシオフーズ（株）
「ファベックス2007」出展風景

日清フーズ（株）
「マ・マー晩パスタ」プロモーションCM



営業の概況

その他事業

〈当中間期の概況〉
ペットフード事業につきましては、原材料価格の高騰

など調達コストアップを受け、適正な収益確保に取り組
むとともに、積極的な拡販施策を推進した結果、犬用及
び猫用ペットフードの売上げは前年を上回りました。本
年6月には犬用プレミアム商品「JP-Style 息さわやか
歯磨きガム」を通信販売で発売し、また本年9月にはドッ
グフードの新製品12品目とキャットフードの新製品9品
目、リニューアル品7品目を発売しました。

〈通期の見通し〉
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するとともに、原材料価
格の高騰など調達コストアップに対応した収益確保施策
に取り組んでまいります。
エンジニアリング事業につきましては、関連業界におけ
る設備投資の見直しなどがあるものの、主力のプラント
エンジニアリングでの受注確保に努めるとともに、好調
な受託加工については、さらに積極的な拡販を図ってま
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
的な展開を図り、国内市場の販売力を強化するとともに、
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
投入を進めてまいります。

エンジニアリング事業につきましては、関連業界にお
ける設備投資の見直しなどにより、大口工事の完工高が
減少し、売上げは前年並みとなりました。
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、前年並みに推移し
ました。また、化成品は自動車用フィルターが順調に推
移し、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。

日清ペットフード（株）
「ペット王国2007」出展風景

日清エンジニアリング（株）
「国際粉体工業展2007」出展風景
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新製品のご紹介

●和華
（日清製粉（株）：業務用中華麺用粉）
国内産小麦を100％使用した、シコシコとした食感の良い中華

麺用小麦粉です。
従来、中華麺には適さないといわれた国内産小麦のみを使用

し、当社独自の製粉技術を駆使することで高
蛋白な小麦粉を製造することに成功しました。
原料や素材には、安心感のある国内産のもの
を選びたい。そのような生活者の国産志向の
高まりを受けて、中華麺用粉にも国内産小麦
のニーズに対応することができるようになりま
した。
（平成19年7月発売）

●血圧が高めの方に サーデンペプチドドリンク
（日清ファルマ（株）：特定保健用食品／清涼飲料水）
リブロンシリーズ「サーデンペプチドドリンク」は飲みやすいウ
メ風味の特定保健用食品です。
イワシから抽出されたバリル

チロシンを含むサーデンペプ
チドを配合しており、血圧が高
めの方に適しています。
（平成19年7月発売）

●Carat  懐石2dish
産地限定具材 北海道の味わい

（日清ペットフード（株）：猫用ドライフード）
家族であり友達でもある愛猫のために、
健康とおいしさを考えた猫用ドライフード
です。具材の産地にも目を配り、トッピン
グ具材をすべて北海道産で揃えました。
水揚げ量日本一を誇る北海道の鮭やたら
を使用した鮭フレークやたらチップ、豊か
な自然に育まれたチーズをトッピングに加
え嗜好に合わせました。
（平成19年9月発売）

●マ・マー いつもとちがうパスタソースミネストローネ
（日清フーズ（株）：家庭用パスタソース）
ちょっと贅沢な2人前レトルトパスタソー
スです。“栄養バランス”や“野菜不足”と
いう“食に対する関心ごと”に着目し、野菜
をテーマとした新メニューを開発しました。
6種類の野菜を煮込み、その旨みを活かし
た、やさしい味わいです。いつもの食事に
ちょっと贅沢なおいしさを求めている方、
野菜不足を気にしているヘルシー志向の
方にぴったりです。
（平成19年8月発売）

●マ・マー Fine Selection
北海道産生クリーム仕立てクリーミーカルボナーラ

（日清フーズ（株）：家庭用冷凍パスタ）
「マ・マー Fine Selection」は同レギュラーシリーズのワンラ
ンクアップを狙って開発した商品です。産地限定にこだわった素
材を使用した贅沢な一品です。北海道産の生クリーム仕立てのな
めらかでクリーミーな口当たりが魅力のカルボナーラに仕上がり
ました。
卵黄・生クリーム・チーズの

コク豊かなソースに、ブラック
ペッパーのアクセントを加えて
あり、旨み豊かなベーコン、彩
り豊かなブロッコリーやまいた
けがおいしさに華を添えます。
（平成19年8月発売）

●ナチュラート 毎日使いたい おいしい小麦全粒粉
（パン・ピッツァ用）

（日清フーズ（株）：家庭用小麦粉）
この商品はグループ会社である日清製粉

（株）が長年培った製粉技術を活用して開発
したもので、粒度にこだわり小麦を表皮ごと
細かく挽いた独自の全粒粉です。調理しやす
く口当たりのよい仕上がりで、普通の小麦粉
と同じ感覚で毎日手軽に使えます。また、通
常の小麦粉に比べ食物繊維が約2.5倍、鉄分
が約3倍と栄養価が高く、近年高まる健康志
向を受けて需要が見込まれます。
（平成19年8月発売）
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中間連結貸借対照表
（平成19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 177,785 174,074 △ 3,711
固定資産 224,105 230,298 6,192
資産合計 401,891 404,372 2,481
（負債の部）
流動負債 68,896 65,285 △ 3,611
固定負債 40,342 36,926 △ 3,416
負債合計 109,239 102,211 △ 7,027
（純資産の部）
株主資本 226,426 235,419 8,993
資本金 17,117 17,117 ―
資本剰余金 9,477 9,779 301
利益剰余金 202,924 211,507 8,582
自己株式 △ 3,094 △ 2,985 108
評価・換算差額等 38,230 36,472 △ 1,757
その他有価証券評価差額金 38,362 35,382 △ 2,979
繰延ヘッジ損益 83 △ 30 △ 114
為替換算調整勘定 △ 215 1,120 1,335
新株予約権 ― 2 2
少数株主持分 27,995 30,267 2,271
純資産合計 292,652 302,161 9,509
負債純資産合計 401,891 404,372 2,481

中間連結損益計算書
（平成19年4月1日から平成19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
(18年9月30日) (19年9月30日) （△は減）

売上高 207,802 210,851 3,049
売上原価 141,504 145,161 3,656
売上総利益 66,297 65,690 △ 607
販売費及び一般管理費 57,338 57,483 144
営業利益 8,958 8,207 △ 751
営業外収益 2,226 2,377 151
営業外費用 260 248 △ 11
経常利益 10,925 10,336 △ 589
特別利益 69 1,679 1,610
特別損失 531 724 193
税金等調整前中間純利益 10,464 11,291 826
法人税、住民税及び事業税 4,090 4,083 △ 6
少数株主利益 975 969 △ 5
中間純利益 5,398 6,237 839

（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 （18年4月1日～ （19年4月1日～
18年9月30日） 19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19年4月1日から平成19年9月30日まで）

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,505 10,827 △ 1,678

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 11,086 △ 16,099 △ 5,013

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 3,561 △ 6,238 △ 2,677

現金及び現金同等物に係る換算差額 62 365 303

現金及び現金同等物の増減額 △ 2,080 △ 11,144 △ 9,064

現金及び現金同等物の期首残高 42,803 48,452 5,649

現金及び現金同等物の中間期末残高 40,722 37,307 △ 3,415

（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 （18年4月1日～ （19年4月1日～
18年9月30日） 19年9月30日) （△は減）

中間貸借対照表
（平成19年9月30日現在） 単位：百万円

（資産の部）
流動資産 47,219 35,682 △ 11,537
固定資産 199,997 213,891 13,893
資産合計 247,217 249,573 2,356
（負債の部）
流動負債 10,112 8,891 △ 1,220
固定負債 20,586 19,235 △ 1,351
負債合計 30,699 28,127 △ 2,572
（純資産の部）
株主資本 186,030 192,632 6,601
資本金 17,117 17,117 ―
資本剰余金 9,500 9,500 ―
利益剰余金 162,452 168,991 6,539
自己株式 △ 3,039 △ 2,977 62
評価・換算差額等 30,486 28,812 △ 1,674
その他有価証券評価差額金 30,486 28,812 △ 1,674
新株予約権 ― 2 2
純資産合計 216,517 221,446 4,929
負債純資産合計 247,217 249,573 2,356

単位：百万円

中間損益計算書
（平成19年4月1日から平成19年9月30日まで）

科　　　目 前中間会計期間 当中間会計期間 比　較
(18年9月30日) (19年9月30日) （△は減）

前中間会計期間 当中間会計期間 比 較
科　　　目 （18年4月1日～ （19年4月1日～

18年9月30日） 19年9月30日) （△は減）

営業収益 16,473 13,100 △ 3,372
営業費用 5,539 5,739 200
営業利益 10,934 7,361 △ 3,573
営業外収益 971 954 △ 17
営業外費用 10 16 6
経常利益 11,895 8,298 △ 3,596
特別利益 44 1,479 1,434
特別損失 45 35 △ 10
税引前中間純利益 11,894 9,743 △ 2,151
法人税、住民税及び事業税 443 495 52
中間純利益 11,451 9,248 △ 2,203

（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19年4月1日から平成19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19年3月31日残高 17,117 9,779 207,550 △ 3,010 231,436

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 △ 2,280 △ 2,280

中間純利益 6,237 6,237

自己株式の取得 △ 47 △ 47

自己株式の処分 △ 0 73 73

中間連結会計期間中の変動額合計 ― △ 0 3,957 25 3,982

平成19年9月30日残高 17,117 9,779 211,507 △ 2,985 235,419
（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。

売上高

経常利益

製粉事業におきましては、本年4月に輸入小麦売渡価格が平均1.3％
引き上げられたことに伴い、本年5月に業務用小麦粉の価格改定を行
いました。また、各事業において、市場創造型の新製品投入や、お客様
との関係強化に努めシェアアップを図った結果、主力の製粉事業、加
工食品事業等において出荷が伸長し、売上高は前年を上回りました。

各事業において、出荷伸長を図り、コストダウンを実施いたしました。
また、小麦以外の原材料等のコスト上昇に見合った適正な利益を確
保するため、加工食品事業等においても価格改定に取り組みました
が、主として調達コストの上昇と販売条件の悪化等により経常利益は
前年を下回りました。

単独決算の状況

11 12

連結決算の状況

（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。



連結業績見通し
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■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） 418,190 428,000 ＋ 9,810 ＋ 2.3%

営業利益（百万円） 19,184 18,500 △ 684 △ 3.6%

経常利益（百万円） 22,815 22,100 △ 715 △ 3.1%

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］

連結業績推移



株式の状況（平成19年9月30日現在）
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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
15,308名（前期末比280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 16,022 6.2
山崎製パン株式会社 14,040 5.4
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 12,205 4.7
（信託口）
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 10,488 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
丸紅株式会社 5,193 2.0
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
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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（ 362名）51,789千株（20.2%）
個人・その他（14,540名）40,228千株（15.7%）
外国人 （ 247名）40,625千株（15.8%）
証券会社 （ 36名） 6,836千株（ 2.7%）

金融機関（123名）
117,055千株（45.6％）

50万株以上（77名）
187,171千株（73.0％）

5万株以上 （ 186名）30,057千株（11.7%）
5,000株以上（2,140名）24,012千株（ 9.4%）
500株以上 （9,390名）14,758千株（ 5.7%）
500株未満 （3,515名） 535千株（ 0.2%）



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

■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9月30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10月1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
取締役相談役
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

村　上　一　平

中　村 司
宮　内　泰　高
中　村　　　勝
長谷川　浩　嗣
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。


