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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、平成19年度上期をボトムに業績改善

の努力を進め、国内においては、高付加価値製品による

収益性の向上や生産現場を含めた全社的な効率運営を推

進いたします。また品質保証体制を一層充実させ、安心・

安全対策を強化してまいります。海外においては、新たな

マーケットの創出に向けて拠点の拡大を進めてまいりま

す。さらには内部統制システムへの取組み、コンプライア

ンスの徹底、環境保護、社会貢献活動等の各種施策を積

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、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、株主の皆様を始

め各ステークホルダーから支持され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20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164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、我が国経済は、原油高や穀物価

格の高騰、米国のサブプライムローン問題などにより、一

段と減速傾向を強めており、企業を取り巻く環境は厳し

いものとなりました。

当社は、引き続き販売競争が激化する中、各事業にお

いて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、更なるコスト削減や生産性向上に取り組んでま

いりました。また、輸入小麦の政府売渡価格の引上げ等

によるコストの大幅な上昇は、内部努力で吸収できるレ

ベルを超えているため、価格改定を実施いたしました。

以上の結果、売上高は4,318億58百万円（前期比103.3%）

と増収となり、営業利益は191億91百万円（前期比100.0%）

と前期並みとなりましたが、経常利益は穀物相場高騰を

受けた配合飼料関連会社の持分法投資利益が減少し221

億80百万円（前期比97.2%）と減益となりました。また当

期純利益も生産体制改善関連費用等の特別損失の計上に

より111億47百万円（前期比90.6%）と減益となりました。

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

当たり18円とさせていただきました。

今後の見通しにつきましても、調達コストの高騰や、少
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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。

当期は、出荷伸長やコスト削減を実現したこと

もあり、連結営業利益は前年並みとなりました

が、穀物相場高騰の影響を受けた配合飼料関連会社の

持分法損益が減少し、連結経常利益は減益の決算とな

りました。また、製粉事業、中食・惣菜事業、健康食

品事業等の各事業において将来に向けての事業基盤

を更に強化するため、生産体制改善関連費用等の特別

損失を計上したことから、連結当期純利益も減益とな

りました。一方、穀物相場、原油価格の急騰などによ

る3度にわたる輸入小麦の政府売渡価格の引上げ等、

内部努力で吸収できるレベルを超えた大幅な調達コ

ストの上昇に対し、お客様はじめご関係の皆様のご理

解をいただきながら、各事業において価格改定を実施

してきました。

こうした厳しい環境下にあったものの、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。中でも、製粉事業におい

ては総投資額120億円の日清製粉（株）東灘工場のラ

イン増設工事がほぼ完了し、本年夏の本格稼働に向け

て準備を進めており、一層の生産性向上が期待されて

います。加工食品事業においても、平成21年の稼働予

定で日清フーズ（株）館林工場のプレミックスライン

の増設と平成22年完成予定で名古屋工場のリニュー

アル工事を決定し、プレミックス生産分担体制の見直

しによるコスト競争力の強化を目指しております。ま

た、研究開発においては、健康分野や当社グループ独

自の新技術を活用し、新たな発想に着目した新製品投

入を加速させており、当期においても収益に貢献して

おります。

今回は、日清製粉グループを取り巻く事業環境と当期の取組みに加え、平成20年度計画さらにその先に目指す
ことについて、村上社長にインタビューしました。

本年夏本格稼働予定の日清製粉（株）東灘工場
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平成20年度計画を策定し実行しているとのこと

ですが、その概要をお聞かせください。

当社グループでは平成19年度上期をボトムに更

に業績改善の努力を進めており、次期（平成20

年度）は業績を回復基調に転換いたします。そのため

に様々な施策を講じていきます。

国内においては、本年4月の輸入小麦の政府売渡価

格30%引上げや原油相場高騰を受けた物流費等のコス

トアップはまだ収まる気配を見せておりませんが、そ

の中で、製粉事業は生産性の向上と一層の出荷伸長に

取り組み、激変する製粉業界における競争優位を更に

強靭なものといたします。加工食品事業はコスト削減

を更に進めていくとともに、今後も市場の伸びが期待

される有望な商品の開発によって事業基盤を強化いた

します。中食・惣菜事業は収益改善を実現していきま

す。それ以外の事業においても、次世代新製品の投入

や新ビジネスモデルの創出を目指し、更なる業容の拡

大を進めてまいります。同時に、品質保証体制のより

一層の充実に向けて取組みを継続します。トレーサビ

リティの確保やお客様の視点から品質を保証するとい

う考え方をベースにして、常に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更なる努力を重ねる

とともに、そのために必要とされる経費投入を積極化

させてまいります。また、「マ・マー」ブランドを始めと

する当社グループ製品の認知拡大、需要喚起を目的に

広告宣伝活動に注力していきます。

海外においては、ここ数年だけでもカナダ、中国等の

工場を増設し、現地での出荷伸長を実現してまいりま
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したが、平成20年度より更なる拠点拡大のスピードアッ

プを図ります。国内の少子高齢化の進展に伴い、今後

は当社グループの成長の原動力を海外事業に求めてい

きたいと考えており、平成20年度計画にその具体的な

検討内容を盛り込んでおります。

日清製粉グループが平成20年度計画を達成し、

その先に目指すことをお聞かせください。

平成20年度の業績は売上高4,750億円（前年比

110.0%）、営業利益195億円（前年比101.6%）、

経常利益222億円（前年比100.1%）を見込んでおり、平

成20年度計画の達成によって、営業利益は微増益、経常

利益は前年並みを確保します。平成20年度計画では中

長期的に目指すテーマのうち、平成20年度で実行すべ

き項目、目標も明示しております。各事業においてトッ

プシェア製品の更なるシェアアップや高付加価値製品に

よる収益向上を図ります。また生産現場を含めた全社

的な効率運営によるコスト低減を更に進めてまいりま

す。一方海外投資についても具体的に対応していきます。

これらの戦略・施策の実現によって、国内においてはそ

の収益基盤を一層固め、そこで生み出したキャッシュを

成長が期待できる海外事業展開に積極的に投入して、

国内における各事業との相乗効果を発揮することによ

り従来にも増して堅固な事業ポートフォリオを構築し、

当社グループの存在感を国内外で高めていきます。

このように、平成20年度は永続的な業績向上のため

の基盤作りの年と位置付けており、計画達成により平成

21年度以降の中長期な施策実行に向けてのベースとな

る経営環境が整えられるようになると考えております。

海外展開が今後のグループの成長の原動力と考

えられているとのことですが、もう少し具体的な

戦略の見通しについてお聞かせください。

少子高齢化・人口減少の時代を迎え、残念なが

ら国内の食品市場の伸長はあまり期待できませ

ん。これからはより大きな市場である海外をターゲッ

トとしていく必要があります。まず、数値面では現在の
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海外売上高比率は5%程度でありますが、これをできる

限り早い時期に10%以上にしていきます。そのために、

当社グループでは環太平洋戦略を展開しており、北米

西海岸、東南アジア、中国、日本の4極をネットワーク化

していきたいと考えております。現在海外では製粉だ

けでなく、プレミックス、パスタ、パスタソースなど当

社グループのメイン商品について幅広く事業展開して

おりますが、それらの事業規模を更に拡大していきま

す。具体的には、どの地域で売るものを、どの地域で開

発し、調達し、製造するのが最も効率的であるかを、日

本も1つの地域ととらえた4極で、場面に応じ、分担を

変えながら柔軟なネットワークを作り上げていきます。

その結果、日本国内にあるのと同じような日清製粉グ

ループのポジションニングを環太平洋の中で築き上げ

ていきたいと考えております。

最後に、株主還元の方針についてお聞かせくだ

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。

当期の年間配当につきましては、前期に引き続き1株

当たり18円とさせていただきました。また、当社は従

来から自己株式の取得及び消却をしてきましたが、当

期におきましても5百万株を55億円で取得し、これを消

却いたしました。

今後も長期的な視点で投資効率を考慮しながら成長

機会に対する戦略的な投資へ資金の重点配分を行い、

将来の企業価値を高めていくと同時に、株主の皆様へ

の利益還元も機動的に行ってまいります。

平成20年度におき

ましても、戦略投資

や株主還元等を通し

て、株主の皆様にご

満足いただけるよう

全力を挙げて経営課

題に取り組んでいく

所存です。
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日清製粉（株）�
研究開発本部商品開発センター�
つくば穀物科学研究所�

日清フーズ（株）�
開発センター食品研究所

オリエンタル酵母工業（株）�
東京食品研究所�
長浜生物科学研究所�

日清ファルマ（株）�
健康科学研究所�

日清ペットフード（株）�
那須研究所�

日清エンジニアリング（株）�
上福岡事業所�

NBC（株）�
研究開発部�
スクリーン印刷研究所�

その他事業�

基礎研究所�
生産技術研究所�

日清製粉グループ本社�

製粉事業�

食品事業�

当社グループでは、厳しい経営環境を乗り越えていくために、新規性、独自性がありお客様から支持を得られる高い

また、当社グループの製品の品質保証は食品企業としての最重要課題であるとの認識から、品質保証体制の一層の充実

付加価値を持った次世代新製品の研究開発に注力しております。

に向けて取組みを継続しております。その体制と取組みの一部をご紹介させていただきます。

研究開発体制

当社グループの研究開発組織は、主に基盤・

汎用技術を研究開発する基礎研究所及び生産

設備・プロセスの研究開発を担う生産技術研

究所のほか、各事業においてその事業領域に

特化した研究開発を行っている研究所が相互

に協力しながら各テーマの研究を効率的に進

め、事業化に向けて取組みを進めております。

特に「健康」「中食」「包装」の3つを研究開発に

おける重点課題としております。

当社グループでは、「お客様の視点から品質を保証する」という考え方を基本とした品質保証体制の確立を目指しております。

原料、製造、販売のすべての段階で様々な取組みを実践し、今後も継続してまいります。
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日清製粉グループの研究開発体制と安心・安全への取組み

日清製粉グループの研究開発の方向性

◆「次世代新製品・新技術創出」を実現する研究開発体制作り

◆各事業戦略に立脚した研究開発の実行

■健康 • 機能性食品の新素材探究
• 健康系加工食品・サプリメン
トの開発

■中食 • 惣菜原料の有効利用のための
技術構築

• 惣菜の調理方法の開発
（品質向上）

■包装 • 「製品安全・安心」「利便性」
「環境」「デザイン」など包装に
求められる機能の拡充

家庭用小麦粉の
密封チャック付
包装資材の開発

健康もコンセプト
にした新ブランド
「ナチュラート」製品

重点課題

研究開発組織

安心・安全への取組み（品質保証体制）

開発拠点のグローバル化
平成20年1月タイのバンコクにプレミッ
クスのR&Dセンター開設

世界市場へ向けての開発拠点の構築
とお客様への最適な提案を目指す埼玉県ふじみ野市にある

日清製粉グループの研究施設群

安心・安全で魅力ある製品作り

を追求しております。

製造過程での取組み

保管・流通の段階での製品安全

に関する管理基準を作成し、指

導や確認を行って品質保証にお

ける安全確保の徹底を図ってお

ります。

販売過程での取組み

製品の原材料などの情報を正

確に把握するためにトレーサ

ビリティシステムを導入してお

ります。万一原材料や製造工

程で問題が発生した場合に、

迅速かつ確実にトレースでき

る体制を確立しております。

■トレーサビリティ
システム

■安全性の審査・確認

■品質保証に関する国際規格の取得

ISO22000、ISO9001、AIB等食品安全に関する取組みを第三者認証で裏

づけております。

■品質保証監査（NQ監査※）
グループ各社、協力工場に対して、製品

安全性の観点から、監査を実施しており

ます。

※Nisshin Quality Assurance Audit

中国における品質保証体制

原料段階での安心・安全への取

組みをより確かなものにする

ための活動を行っております。

原料段階での取組み

中国から輸入する食品原材料は、その品質及び安全性についての社会的関心が高まっており、より一層厳格な対
応が求められるようになっております。当社グループでは中国山東省煙台に、（株）ニチレイと合弁で錦築（煙台）食
品研究開発有限公司を設立し、平成18年5月より現地で必要な分析評価をし、原料、製品の安全チェックを行って
おります。 錦築（煙台）食品研究開発有限公司の外観

バーコードリーダーによる原材
料の情報の読み取り

グループ各社が使用する原料・包材や

新製品の安全性に関する審査、製造環

境に関するモニタリング、農薬・動物用

医薬品や遺伝子組換え作物、アレルゲ

ンなどの安全に関わる分析をグルー

プ本社のQEセンター（Quality Exam.

Center）が行っております。



日清製粉（株）業務用小麦粉の新製品発売

日清製粉（株）は平成19年7月に生活者ニーズを基

に明確な機能を持った業務用小麦粉5品目を発売しま

した。この新製品は、無理なく健康になりたいという

志向が高まっていることや、従来は食感が中心であっ

たパンに対するニーズが味わいに変化してきている

ことなどに基づき、原料の選定と製粉法に最新のテク

ノロジーを駆使して開発したものです。

新製品5品目は、小麦を丸ごと製品にした「スーパー

ファイン・ハード（パン用粉）」、同「スーパーファイン・ソ

フト（菓子用粉）」、デュラム小麦を原料に甘さとコクを

持ちパンの味わいを楽しめる「デュエリオ（パン用粉）」、

ソフトで口溶けの良いスポンジケーキ作りが可能とな

る「ミモザ（菓子用粉）」、国内産小麦を100%使用しシ

コシコとした食感の良い中華麺ができる「和華＜わ

か＞（中華麺用粉）」です。

日清フーズ（株）「マ・マー晩パスタ」プロモーション積極展開

日清フーズ（株）は、平成19年秋に「マ・マー晩パスタ」プロモー

ションを立ち上げ、「マ・マー」ブランドの統一テーマとして積極的

に展開してきました。TVや交通広告等のメディアから店頭までの

一貫した展開により、「晩ごはん」ならぬ「晩パスタ」を日常語とし

て定着させ、夕食でのパスタメニューの登場頻度アップを図ると

ともに、「マ・マー」ブランドのロイヤリティアップを目指しており

ます。

平成20年度は更にPRを強化し、「晩パスタを知ってもらう」から

「もっと晩パスタしてもらう」のステージへ進めていきます。

日清製粉（株）
「業務用小麦粉新製品発表会」風景
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トピックス

日清フーズ（株）
「マ・マー 晩パスタ」プロモーション

電車内中吊り広告

プロモーション
専用ロゴ

業務用小麦粉新製品5品目
（1袋各25kg）



次世代型お客様対応システム
「CHORUS（コーラス）」本格稼働
お客様の声を製品に活かしお客様の満足を獲得するた

めに、平成19年度に新しいお客様対応システム「CHORUS

（コーラス）」の開発を行い、平成20年4月より本格稼働を開

始いたしました。お客様相談室に毎日お寄せいただく貴重

な声を製品の開発や改善に活かすこと、迅速で正確、かつ

誠意ある対応を通してお客様にご満足いただくことは当社

グループの企業価値を高めることにつながります。

お客様対応は、ご意見等をお預かりする受付に始まり、

お客様にご満足いただく報告で完了します。その間には生

産・販売・開発・品質保証

など社内の多くの部署や

担当者が密接に連携して

対応することが求められ

ており、会社全体でお客様

対応の強化・充実を図って

まいります。

日清製粉グループの環境経営が高い評価を獲得
当社グループでは経営の最重要課題の一つとして環境活動に

取り組み、その実績は毎年発刊の「日清製粉グループ社会・環境

レポート～結ぶ心、つなげる未来～」でお知らせしております。

そして環境活動をグループ全社に徹底しているなどの運営体

制や継続的改善を実現している点などが高く評価された結果、

当社グループは日本経済新聞社が実施する環境経営度調査に

おいて第1位（食品・医薬品部門で3年連続）にランクされました。

また、東洋経済新報社が主催する「第11回環境報告書・サステ

ナビリティ報告書賞」において、同レポート平成19年版はPDCAサ

イクルと連動させた環境報告のあり方とグループ内のCO2排出

権取引制度を導入するなどの積極的な試みが支持され、平成20

年5月に「環境報告書賞優良賞」を受賞

いたしました。

当社グループの社会・環境レポート

は下記のURLで閲覧及び冊子の送付

請求が可能です。

http://www.nisshin.com/csr/index.html

「三鷹の森ジブリ美術館ライブラリー事業」に特別協賛

当社は、平成20年3月より財団法人徳間記念アニメーション文化財団が運営する

三鷹の森ジブリ美術館のライブラリー事業に、企業としては初めて特別協賛してお

ります。

この事業は、（株）スタジオジブリを代表する高畑勲監督や宮崎駿監督が影響を受

けたアニメーションや世界の優れたアニメーションをより多くの人々に広めること

を目的に、劇場公開やDVDの販売を通して良質な作品を紹介する事業で、平成19年

より開始しております。

今回「三鷹の森ジブリ美術館ライブラリー事業」への特別協賛は、当社グループが掲げ

る「健康と信頼をお届けする」というコーポレートスローガンと合致するところが多く、

日本の文化風土の育成にわずかでも資することができればと願って実施するものです｡

お客様相談室の対応風景
東洋経済新報社主催
「環境報告書賞優良賞」受賞風景

三鷹の森ジブリ
美術館外観
（東京都三鷹市）

コラボレーションロゴ
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当社とグループ各社との事業系統図 （平成20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20年3月31日現在）

■製粉事業 1,245名
■食品事業 3,002名
■その他事業等 678名
■グループ本社 241名
合計 5,166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

◆ 株式会社NBCメタルメッシュ

◆ 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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営業の概況

製粉事業につきましては、昨年4月から政府売渡価格につい

て相場連動制が導入され、輸入小麦の政府売渡価格が昨年4

月に平均1.3%、昨年10月には平均10%引き上げられたことに

伴い、業務用小麦粉の価格改定を実施いたしました。

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

環境となりましたが、昨年7月には業務用小麦粉の新製品5品

を投入し新たな市場創造を図りながら、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た結果、小麦粉の出荷は前

年を上回りました。

生産・物流面では、本年夏の本格稼働に向けて東灘工場の

新ライン増設工事を進めるなど、生産性向上を含めコストダ

〈当期の概況〉

〈次期の見通し〉

製粉事業につきましては、自由化を見据えた制度変更に伴

う市場の変化を先取りし、お客様のニーズを迅速かつ的確に

とらえた製品開発や営業提案を行うなど、お客様との関係強

化によるシェアアップを推進します。また、本年夏に予定して

いる東灘工場新ラインの本格稼働による生産性向上等のコス

ト改善施策を実施することにより収益の確保を図るとともに

安心・安全対策についても引き続き強化してまいります。

また、本年4月に輸入小麦の政府売渡価格が平均30%引き

上げられたことに伴い、業務用小麦粉の価格改定を本年4月に

実施いたしました。

海外事業につきましては、北米では引き続きコスト競争力

及び販売競争力の強化を図るとともに、タイから近隣諸国へ

の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。

ウンに取り組むとともに、安心・安

全対策の強化を推進してまいりま

した。

小麦粉輸出事業では、原料小麦の高騰により大変厳しいも

のがありましたが、価格改定など収益改善に努めました。

海外事業につきましては、カナダ、タイにおいて積極的な営

業施策を展開し、売上げ拡大を図った結果、収益は大幅に改

善いたしました。

なお、副製品であるふすまにつきましては、穀物相場の高

騰を背景に価格は堅調に推移いたしました。

日清製粉（株）の安心・安全対策
千葉工場の専用包装棟（左）
同包装ライン（下）

日清製粉（株）
「’07めん産業展」

に出展
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38.1%
164,449百万円
製粉事業売上高

製粉事業



〈当期の概況〉

〈次期の見通し〉

加工食品事業につきましては、小麦粉を始めとする原材料価格の高騰を背景

に、昨年9月にディ・チェコパスタ及びパスタソース、昨年11月には家庭用小麦

粉、小麦粉二次加工品及びパスタの価格改定を行いました。その後パスタの原

料であるデュラム小麦の更なる相場急騰を受け、本年3月には再度パスタ関連商

品の価格改定を実施いたしました。積極的な販売促進活動や値上げに伴う仮需

要の発生もあり、家庭用小麦粉、パスタ、ミックス等の出荷は前年を上回りまし

たが、調達コストの上昇に見合った価格改定の実施が遅れたこと等により利益

面では厳しい状況となりました。安心・安全への取組みにつきましては、昨年7

月に日清フーズ（株）、マ・マーマカロニ（株）が食品安全を目的としたISO22000

の認証を取得し、本社、開発センター、工場を一体とした食品安全マネジメント

システムを構築いたしました。中食・惣菜事業につきましては、改善施策に着実

に取り組むとともに売上げ拡大に向けた取組みを推進し収益を改善いたしまし

た。また海外事業につきましては、昨年中国に新たなプレミックス工場を本格

稼働させ、供給体制の整備を図るとともに、本年1月タイにR&Dセンターを開設

するなど、新たな需要開拓に注力した結果、プレミックスの売上げは前年を上

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、生産性向上を含めコスト削減に取り組んでま

いります。また、小麦粉の価格が引き上げられたことに伴い、本年5月に小麦

粉二次加工品等の価格改定を実施いたしました。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、お客様のニーズに合った新メニ

ュー開発、提案等を行ってまいります。海外展開につきましては、中国及びタ

イにおいて新規顧客開拓を図るとともに、タイのR&Dセンターを活用し商品

開発や提案を行い、環太平洋エリアでの事業拡大を更に推進してまいります。

酵母・バイオ事業につきましては、酵母事業では、新製品開発やお客様への

提案力の強化に努め、イースト等主要製品の拡販を積極的に進めてまいりま

す。バイオ事業では、生化学・免疫製品を中心にした新製品の投入を促進いた

します。また原材料価格の高騰等による調達コストの上昇に見合った価格改

定に取り組んでまいります。

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るとともに、科学的

根拠を重視した特長のある健康食品メーカーとして、新素材の探求、新製品開

発に注力し、消費者向け製品及び水溶化コエンザイムQ10素材の拡販を図って

まいります。

回りました。

酵母・バイオ事業につきましても、原材料

価格等の高騰によるコストアップにより、一部

製品の価格改定を実施いたしました。酵母事業では、イースト関連やフラワー

ペーストなどの売上げが前年を上回りましたが、マヨネーズ・総菜の売上げは前

年を下回りました。またバイオ事業では、生化学・免疫製品、バイオニュートリシ

ョナル製品や養魚用飼料等の売上げは前年を上回りましたが、実験動物関連、

研究支援事業等の売上げが低迷し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が、調達コストの上昇や高収益製品の売上げ減少等に

より利益面では厳しい状況となりました。

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、販売環境は

厳しく、売上げは前年を下回りました。こうした中、コストダウンに努め、また消

費者向け製品において新製品の投入を進めて販売に注力するとともに認知拡

大を図りました。

日清ファルマ（株）
「食品開発展2007」に出展

日清フーズ（株）
「2008スーパーマーケット・トレード
ショー」に出展
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52.1%

食品事業 224,914百万円
食品事業売上高



営業の概況

ペットフード事業につきましては、原材料などの調達コスト

の上昇を受け、適正な収益確保に取り組むとともに、積極的

な新製品投入などの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。

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ったものの、プラントエンジニア

リングにおいて大口工事が完工し

たため、売上げは前年を上回りま

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が低迷し、利益面では厳しい状況に

なりました。

日清ペットフード（株）
ホームページ安心安全専用サイト

http://www.nisshin-pet.co.jp/anzen/

日清エンジニアリング（株）
「ソウル食品技術展
SEOUL FOOD TECH 2007」に出展
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〈当期の概況〉

9.8%

その他事業

〈次期の見通し〉

ペットフード事業につきましては、原材料などの調達コスト

の上昇に対応し、適正な収益確保に取り組むとともに、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展開してまいります。

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

設備投資の不透明感があるものの、プラントエンジニアリン

グでの受注確保や、受託加工・機器販売などに注力してまい

ります。

メッシュクロス事業につきましては、原油価格の高騰に伴う

原材料価格の上昇などに対応し、生産・購買部における徹底

したコストダウンを進め、また、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

実等による高付加価値製品の市場への投入を推進してまいり

ます。

42,494百万円
その他事業売上高



新製品のご紹介

お好みの素材とゆでたパスタを加えて炒めるだ
けで、手軽に、本格的な味わいのパスタメニューが
作れる「マ・マーパスタNavi お好みの素材と炒め
るパスタソース　ガーリック&バルサミコ酢」と「同
しょうゆ&ガーリック」の2品を発売しました。ボト
ル入りで必要な分量だけ使え、利便性にもこだわ
りました。また、手作り派に人気が高い「ケチャッ
ピーナポリタン」もリニューアルして同シリーズに
加えました。
（平成20年3月発売）

マ・マー パスタNaviシリーズ
（日清フーズ（株）：パスタソース）

産地限定のこだわり素材として、イタリア産完熟トマトの果肉を使い、
彩り鮮やかな赤・黄ピーマンとズッキーニ、角切りのなすを加えた、程よ
い酸味と甘みのバランスが特長の「イタリア産完熟トマトの果肉を使っ
た 彩り野菜のポモドーロ」を発売しました。風味豊かなエクストラバー
ジンオリーブオイルとアンチョビーの
旨みを効かせ、本格的な味わいに仕
上げています。
大幅に伸長している1人前冷凍パ

スタ市場の更なる拡大を目指します。
（平成20年2月発売）

マ・マー Fine Selectionシリーズ
（日清フーズ（株）：家庭用冷凍パスタ）

仕事もプライベートも忙しく悩みの多い毎日でクタクタ、なんだか休
めないな、という女性が増加しています。「ほっと美るく」はそんな20代～
30代女性を応援する、ミルク成分にこだわって開発した手軽に噛んで食
べるミルク風味のタブレットです。ミルクを飲
んだ赤ちゃんの安らかな顔をヒントに開発され
た、休めるしあわせサポート成分『ラクティウム
TM』（ミルクペプチド）と、女性にうれしいミル
クカルシウム、ミルクセラミドを配合しました。
4月からドラッグストアで発売開始しました。
（平成20年4月発売）

休めるしあわせ「ほっと美るく」
（日清ファルマ（株）：栄養補助食品）

み

体重が5キロ以下の超小型犬に向けた「ラン・遊膳2dish 超小型犬用」
に、成犬用と高齢犬用のドライフード2品を発売しました。
愛犬の小食・偏食の悩み解消のため、一粒一粒に

“ミルクパウダー”と、“ささみ”または“ビーフパウ
ダー”の2種類をまぶし、トッピングとして人気の高
いキャベツ、チーズ、にんじん、かぼちゃ等のヘル
シーな具材を加えて健康面にも配慮しました。
“超小粒”にし、超小型犬にも食べやすくし、さら
に50g分包の食べきりサイズにしました。
（平成20年3月発売）

ゆでたパスタにあえるだけの簡単調理に
加え、消費者の「食の安心・安全」に対する
ニーズの高まりを受け、「たらこ」と「明太子」
を使った人気アイテム4品に使用していた
着色料を不使用とし、素材そのままの色を
活かすようにリニューアルしました。
また、製法を見直すことにより、「たらこ」
と「明太子」の粒感をアップさせ、生風味の
一層のおいしさも追求しました。
（平成20年3月発売）

マ・マー あえるだけパスタソースシリーズ
（日清フーズ（株）：パスタソース）

家庭で手軽にお菓子作りが楽しめる「日清お菓子百科」は、大変好評
を得ており、1979年の発売以来、長年親しまれているロングセラー商
品の「クールン」シリーズは、更に風味豊かに
なり、パッケージも一新しました。また、春
夏向けのデザートとして、『なめらかカスター
ドプリン』と『やわらか杏仁豆腐』を発売しま
した。
充実の品揃えと統一感のあるパッケージ

で、デザートミックス市場を活性化します。
（平成20年3月発売）

日清お菓子百科クールンシリーズ
（日清フーズ（株）：日清お菓子百科シリーズ）
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ラン・遊膳2dish超小型犬用
（日清ペットフード（株）：犬用ドライフード）



経営成績
売上高（百万円） 434,125 416,222 421,359 418,190 431,858 ＋ 13,668 ＋ 3.3%
営業利益（百万円） 21,756 22,896 22,169 19,184 19,191 ＋ 7 0.0%
経常利益（百万円） 22,893 25,120 24,774 22,815 22,180 △ 634 △ 2.8%
当期純利益（百万円） 11,575 13,597 13,541 12,303 11,147 △ 1,155 △ 9.4%
利益率
売上高営業利益率 5.0% 5.5% 5.3% 4.6% 4.4% △ 0.2%
売上高経常利益率 5.3% 6.0% 5.9% 5.5% 5.1% △ 0.4%
売上高当期純利益率 2.7% 3.3% 3.2% 2.9% 2.6% △ 0.3%
自己資本当期純利益率（ROE） 5.2% 5.8% 5.4% 4.6% 4.2% △ 0.4%
財務状況
総資産（百万円） 359,820 372,968 399,899 408,437 381,795 △ 26,642 △ 6.5%
純資産（百万円） 230,555 241,282 264,535 300,306 289,839 △ 10,466 △ 3.5%
自己資本（百万円） 230,555 241,282 264,535 270,974 259,177 △ 11,797 △ 4.4%
自己資本比率 64.1% 64.7% 66.2% 66.3% 67.9% ＋ 1.6%

1株当たり指標
当期純利益（円） 49.16 58.06 52.80 48.66 44.30 △ 4.36
純資産（円） 996.59 1,042.92 1,046.00 1,069.71 1,043.53 △ 26.18
配当金（円） 11 14 18 18 18 0

平成16年3月 平成17年3月 平成18年3月 平成19年3月 平成20年3月
第160期 第161期 第162期 第163期 第164期 対前年 増減率

連結財務ハイライト（平成16年3月期～平成20年3月期）

平成21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期以降はこれに少数株主持分等が含まれており
ます。

売上高（百万円） 431,858 475,000 ＋ 43,142 ＋ 10.0%

営業利益（百万円） 19,191 19,500 ＋ 309 ＋ 1.6%

経常利益（百万円） 22,180 22,200 ＋ 20 ＋ 0.1%

当期純利益（百万円） 11,147 12,500 ＋ 1,353 ＋ 12.1%

平成20年3月期実績 平成21年3月期見通し 前年差 前年比
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連結業績見通し

連結財務ハイライト



■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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連結貸借対照表
（平成20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 178,649 166,841 △ 11,807
固定資産 229,788 214,953 △ 14,835
資産合計 408,437 381,795 △ 26,642
（負債の部）

流動負債 67,304 58,724 △ 8,579
固定負債 40,827 33,230 △ 7,596
負債合計 108,131 91,955 △ 16,176
（純資産の部）

株主資本 231,436 232,521 1,085
資本金 17,117 17,117 ―

資本剰余金 9,779 9,446 △ 333
利益剰余金 207,550 209,221 1,671
自己株式 △ 3,010 △ 3,263 △ 252

評価・換算差額等 39,537 26,655 △ 12,882
その他有価証券評価差額金 39,102 26,115 △ 12,987
繰延ヘッジ損益 41 △ 250 △ 291
為替換算調整勘定 394 791 397

新株予約権 ― 8 8
少数株主持分 29,331 30,653 1,322
純資産合計 300,306 289,839 △ 10,466
負債純資産合計 408,437 381,795 △ 26,642

連結損益計算書
（平成19年4月1日から平成20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
（19年3月31日） （20年3月31日） （△は減）

売上高 418,190 431,858 13,668
売上原価 285,598 298,498 12,900
売上総利益 132,591 133,359 767
販売費及び一般管理費 113,407 114,168 760
営業利益 19,184 19,191 7
営業外収益 4,234 3,680 △ 554
営業外費用 603 691 87
経常利益 22,815 22,180 △ 634
特別利益 3,776 4,856 1,079
特別損失 2,547 4,709 2,162
税金等調整前当期純利益 24,044 22,327 △ 1,717
法人税、住民税及び事業税 7,875 7,776 △ 99
法人税等調整額 1,494 1,500 6
少数株主利益 2,371 1,902 △ 468
当期純利益 12,303 11,147 △ 1,155

（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 （18年4月1日～ （19年4月1日～
19年3月31日） 20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19年4月1日から平成20年3月31日まで）

営業活動によるキャッシュ・フロー 17,469 26,498 9,029
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 6,961 △ 21,934 △ 14,973
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 5,225 △ 14,423 △ 9,198
現金及び現金同等物に係る換算差額 366 258 △ 108
現金及び現金同等物の増減額 5,648 △ 9,601 △ 15,250
現金及び現金同等物の期首残高 42,803 48,452 5,648
現金及び現金同等物の期末残高 48,452 38,850 △ 9,601
（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 （18年4月1日～ （19年4月1日～
19年3月31日） 20年3月31日） （△は減）

貸借対照表
（平成20年3月31日現在） 単位：百万円

（資産の部）

流動資産 33,264 34,437 1,172
固定資産 209,170 189,605 △ 19,564
資産合計 242,434 224,043 △ 18,391
（負債の部）

流動負債 3,580 2,890 △ 690
固定負債 21,608 14,465 △ 7,142
負債合計 25,189 17,356 △ 7,832
（純資産の部）

株主資本 185,638 185,720 81
資本金 17,117 17,117 ―

資本剰余金 9,500 9,500 ―

利益剰余金 162,024 162,358 334
自己株式 △ 3,003 △ 3,255 △ 252
評価・換算差額等 31,606 20,957 △ 10,649
その他有価証券評価差額金 31,606 20,957 △ 10,649
新株予約権 ― 8 8
純資産合計 217,245 206,686 △ 10,559
負債純資産合計 242,434 224,043 △ 18,391

単位：百万円

損益計算書
（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）

科　　　目 前事業年度 当事業年度 比　較
（19年3月31日） （20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 （18年4月1日～ （19年4月1日～

19年3月31日） 20年3月31日） （△は減）

営業収益 22,246 18,644 △ 3,601
営業費用 11,315 11,247 △ 68
営業利益 10,930 7,396 △ 3,533
営業外収益 1,595 1,667 71
営業外費用 45 84 38
経常利益 12,480 8,979 △ 3,500
特別利益 1,692 2,498 806
特別損失 91 449 358
税引前当期純利益 14,081 11,029 △ 3,052
法人税、住民税及び事業税 16 18 2
法人税等調整額 752 866 113
当期純利益 13,312 10,144 △ 3,168

（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19年4月1日から平成20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19年3月31日残高 17,117 9,779 207,550 △ 3,010 231,436
連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △ 4,561 △ 4,561
当期純利益 11,147 11,147
自己株式の取得 △ 5,634 △ 5,634
自己株式の処分 △ 2 135 132
自己株式の消却 △ 330 △ 4,915 5,246 ―

連結会計年度中の変動額合計 ― △ 333 1,671 △ 252 1,085
平成20年3月31日残高 17,117 9,446 209,221 △ 3,263 232,521

（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

営業利益、経常利益

各事業におきまして、新製品投入やシェアアップを図ることにより出荷
伸長を実現いたしました。また輸入小麦の政府売渡価格の引上げ等に
よるコストの大幅な上昇は、内部努力で吸収できるレベルを超えてい
るため、価格改定を実施し、売上高は前年を上回りました。

各事業におきまして、コストアップを、拡販、コスト削減、価格改定でカ
バーし営業利益は前年並みとなりましたが、穀物相場高騰を受けた配
合飼料関連会社の持分法投資利益が減少し経常利益は前年を下回りま
した。
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連結決算の状況

単独決算の状況



■発行可能株式総数
932,856,000株

■発行済株式の総数
251,535,448株（前期末比5,000,000株減）
※発行済株式の総数の減少は、当事業年度中の自己株式の消却に

よるものです。

■株主数
15,282名（前期末比254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 6.3
山崎製パン株式会社 14,040 5.5
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 11,615 4.6
（信託口）
株式会社みずほコーポレート銀行 9,943 3.9
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 9,562 3.8
（信託口）
三菱商事株式会社 6,982 2.7
丸紅株式会社 5,193 2.0
住友商事株式会社 5,034 2.0
株式会社三井住友銀行 4,616 1.8
農林中央金庫 4,489 1.7
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1,000

0
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■株価の推移

52,688千株
39,763千株
41,458千株
6,748千株

360名�
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33名�
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2.7%
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その他法人
個人・その他
外国人
証券会社

金融機関（110名）
110,876千株（44.1%）

50万株以上（82名）
184,592千株（73.4%）

27,950千株
23,962千株
14,500千株

529千株

179名�
2,136名�
9,389名�
3,496名�
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5,000株以上
500株以上
500株未満�

■株式分布状況

所有者別 所有株数別
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株式の状況（平成20年3月31日現在）



■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20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

■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「単元未満株式の買増制度」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。
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■役　員（平成20年6月26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
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

村　上　一　平

宮　内　泰　高
大　田　雅　巳
山 増　郎
佐々木　明　久
南　里　幹　久
丸　尾　俊　雄
深　田　晶　也
池　田　和　穗
白　神　俊　典
奥　村　有　敬

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