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る日本経済の景気低迷、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不透明感を増して

おります。

この中で当社グループは、すべての領域にわたり、更

にコスト削減を進めていくとともに、付加価値製品の出

荷伸長に注力いたします。また、海外事業を始めとする

成長領域での事業拡大も進めていきます。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、企業の社会的責任を果たしてまいります。特に、昨

今食の安全に対して関心が高まっておりますが、当社グ

ループでは品質保証体制の一層の充実に向けて取組みを

継続します。また、低炭素社会実現に向けた様々な取組

みが地球規模で進む中、当社グループとしても、本年9月

にISO14001の認証を一括取得するなど環境保全活動に

も一層注力してまいります。

以上の諸課題を推進し、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、株主の皆様、お客

様、お取引先、社員、社会等の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20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165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、米国のサブプライム

ローン問題に端を発した世界的金融不安などにより企業

の設備投資や個人消費の冷え込みが見受けられる中、穀

物相場等の高騰などによるコストアップの影響で、食品

業界を取り巻く環境につきましても引き続き厳しい状況

となりました。

このような環境下、当社グループの各事業においては、

新製品投入や広告宣伝活動の推進を図り、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月には輸入小麦の政府売渡価格が平均

で30%引き上げられるなど、原材料等の調達コストの上

昇は、内部努力では吸収できない水準に達しており、価

格改定を実施いたしました。

以上の結果、売上高は2,313億95百万円となりました。

利益面では、平成18年度、平成19年度に調達コストの上

昇に対して価格改定が遅れ利益が悪化した食品事業の業

績回復により、営業利益は97億98百万円、経常利益は111

億87百万円と順調に推移しました。四半期純利益は前年

の特別利益計上の反動により低調となりました。

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。年間配当につきましては前期に引き

続き1株当たり18円とさせていただく予定です。また、当

中間配当につきましては、1株当たり9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、世界的な金融危機によ
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当社とグループ各社との事業系統図 （平成20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47社、関連会社17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9月30日現在）

■製粉事業 1,262名
■食品事業 2,993名
■その他事業等 728名
■グループ本社 254名
合計 5,237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）

◆ OYC EU B.V.（オランダ）

◆東酵（上海）商貿有限公司（中国）

◆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

（注）日清キョーリン製薬（株）は本年10月に合
弁パートナーである杏林製薬（株）と合併
し、当社グループから異動しました。

◆ 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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日清製粉グループの概要



当社グループは常に進化を目指し続ける企業姿勢の訴求を目的に、グループのシンボルである「赤いリボンマーク」を基調

「安心・安全」「健康と信頼をお届けする」という企業イメージの“認知拡大”と、小麦粉製品を始めとしたグループ製品の“需

とした企業広告などコミュニケーション活動を推進しています。

要喚起”を目指した広告宣伝活動を積極的に展開しています。
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日清製粉グループの広告宣伝活動



営業の概況

製粉事業につきましては、リレーションシップ・マーケティン

グを積極的に推進し市場開拓に努めたものの、業界全体の需

要が伸び悩む厳しい市場環境にあり、小麦粉の出荷は前年を

やや下回りました。また、本年4月に輸入小麦の政府売渡価格

が平均で30%引き上げられたことに伴い、同月に小麦粉の価

格改定を行い、売上げは堅調に推移しました。

生産・物流面では、東灘工場新ライン増設が完了し、本年9

月より本格稼働となるなど、生産性向上・物流改善等の取組

〈当第2四半期（累計）の概況〉

〈通期の見通し〉

製粉事業につきましては、小麦粉の市場環境はより一層厳

しさを増している中、市場の変化を先取りし、ニーズを迅速か

つ的確にとらえた製品開発などによる需要創造や営業提案を

行うことにより、お得意様との関係強化を一層推進し、シェア

アップに努めてまいります。生産・物流面では、本年9月より

東灘工場の新ラインが本格稼働となり、生産性向上等のコス

ト削減を実現するとともに、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10月から輸入小麦の政府売渡価格が一律10%引

き上げられたことに伴い、本年11月より小麦粉の価格改定を

行いました。

海外事業につきましては、引き続き北米及び東南アジアで

の事業拡大に努めてまいります。

みを推進するとともに、安心・安全対策を引き続き強化してま

いりました。

副製品であるふすまにつきましては、穀物相場の高止まり

を背景に価格は堅調に推移しました。

海外事業につきましては、小麦相場の高騰を受け、お得意

様との関係強化や価格改定に努め、売上げは堅調に推移しま

した。

日清製粉（株）
「神戸スウィーツ・コンソーシアム」
講習風景

日清製粉（株）
平成20年9月に新ラインが本格
稼働した東灘工場

7

製粉事業



〈当第2四半期（累計）の概況〉

〈通期の見通し〉

加工食品事業につきましては、小麦粉等の調達コストの上

昇を背景に、本年5月に家庭用小麦粉・小麦粉二次加工品等の

価格改定を、本年9月には輸入パスタ「ディ・チェコ」の価格改

定を行いました。また、食品業界全体の需要が低迷する厳し

い環境の中、本年8月にはお客様のニーズに応えた家庭用新

製品26品目を発売するとともに、「マ・マー晩パスタ」プロモー

ションなどを積極的に展開して需要喚起に努めた結果、売上

げは前年並みとなりました。さらに、調達コストの上昇に対し

て価格改定が遅れたために悪化していた採算性が改善したこ

とや、販売促進費を見直し引き続きコスト削減に努めたこと

などにより、利益は堅調に推移しました。中食・惣菜事業につ

いては、収益改善施策を着実に実行いたしました。海外事業

においては、タイのバンコクにR&Dセンターを開設し、積極的

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の開発を今後も積極的に

進めてまいります。また、マ・マーブランドの更なるブランド

イメージ向上を図るとともに、コスト削減に取り組んでまいり

ます。さらに、小麦粉等原材料の値上がりに伴い、本年11月よ

り家庭用小麦粉・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、引き続き収益改善

施策を着実に実現してまいります。海外事業につきましては、

東南アジア、中国において更に積極的な事業展開を進めてま

いります。

酵母・バイオ事業の酵母事業では、原材料費等のコストアッ

プを受けて製品価格の改定を行うとともに、イーストと品質

改良剤・発酵液をセットにした提案営業やフラワーペースト・

バタークリーム等の新製品発売による積極的な拡販を図りま

す。また、バイオ事業では、生化学・免疫製品を中心に新製品

の上市を促進するほか、実験動物関連や、分析ビジネスの業

容拡大を図ってまいります。

健康食品事業につきましては、コエンザイムQ10の市場環境

は引き続き厳しいと予想される中、生産・販売体制の見直し

を図るとともに、新素材の探求、新製品開発に注力してまいり

ます。

な商品提案を行うなどの需要を開拓したことにより全体の売

上げは堅調に推移しました。

酵母・バイオ事業の酵母事業では、イーストや改良剤等の

売上げ低調を、バタークリーム、総菜、ミネラル酵母などでカ

バーした結果、売上げは堅調に推移しました。バイオ事業は

受託試験や養魚用飼料の売上げ低調を、生化学・免疫製品や

バイオニュートリショナル製品で補い、売上げは堅調に推移し

ました。

健康食品事業につきましては、新製品投入を進めて付加価

値製品の拡販に注力しましたが、コエンザイムQ10の販売は引

き続き厳しい環境が続いており、売上げは前年並みとなりま

した。

新日清製粉食品（青島）有限公司
「Bakery China 2008」に出展
（中国：上海）

日清フーズ（株）
「おおさか食育フェスタ2008」に出展
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営業の概況

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

達コストの上昇を受け、価格改定に取り組みました。また、積

極的な新製品投入により拡販施策を推進しましたが、価格改

定による出荷数量減少の影響もあり、売上げは前年並みとな

りました。

エンジニアリング事業につきましては、機器販売・受託加工

は堅調であったものの、主力のプラントエンジニアリングで

関連業界における設備投資が一段と厳しくなる中、売上げは

低調となりました。

メッシュクロス事業につきましては、化成品の売上げは堅調

でしたが、主力のスクリーン印刷用メッシュクロス及びスピー

カーグリル用等の産業用資材の売上げが低調で、全体の売上

げ、利益は低調となりました。

9

〈当第2四半期（累計）の概況〉

その他事業

〈通期の見通し〉

ペットフード事業につきましては、本年10月に厳選した国産

原料を主体としたプレミアムドッグフード「ジェーピースタイ

ル」初の店頭販売製品を発売するなど、国内メーカーとしての

優位性を活かして、安心・健康・おいしさにこだわった犬用及

び猫用の新製品を開発するとともに、積極的な営業活動を推

進してまいります。

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

備投資が一段と厳しくなる中、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、好調な機器販売での拡販

を図り、調達におけるコスト削減等も推進してまいります。

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、生産・購買部門における効率化を進めてまい

ります。

日清ペットフード（株）
猫用ペットフード「キャラット」
CMのシーン

日清エンジニアリング（株）
「Powder & Bulk Solids 2008」に
出展（アメリカ：シカゴ）



新製品のご紹介

ロングセラー商品である家庭用小麦粉のパッケージを、消費者の皆
様の利便性をより高めるため、従来の紙袋から
チャック付プラスチック袋に全面リニューアルし
ました。今回のリニューアルにより“粉が散って
汚れる”“保存するのに密閉できない”といった
悩みを解消すると同時に、CO2発生量が削減さ
れ環境への負荷も軽減されます。同袋は、日清
フラワー1kgを対象にすでに一部地域で導入し
ておりましたが、1kgの家庭用小麦粉全製品を対
象に導入します。
（平成20年8月発売）

日清家庭用小麦粉
（日清フーズ（株）：小麦粉）

彩り鮮やかな国産ほうれん草が入った、ヘルシーなワンディッシュス
パゲティです。チーズのコクと野菜のうまみをとじこめ、豆乳でなめら
かなクリームソースに仕上げまし
た。ブラックペッパーのアクセン
トがおいしさを一層引き立てま
す。秋冬シーズンにぴったりのヘ
ルシーな冷凍パスタとして開発し
ました。
（平成20年8月発売）

マ・マーFROZEN FOODスパゲティ
（日清フーズ（株）：家庭用冷凍パスタ）

食後に摂取しないと吸収しにくいことや、飲むために水が必要、とい
うこれまでのコエンザイムQ10サプリメントの摂りづらさを解消するた
め、空腹時でも吸収の良い水溶化コエンザイムQ10を使用し、水なしで
も摂取できるように開発しました。
リンゴ酸のさわやかな風味の飲みやす
いシュガーレスの顆粒タイプで、携帯に
も便利なスティック包装です。水溶化コエ
ンザイムQ10シリーズとして、既に発売し
ている錠剤タイプの「キューテンライフ」、
「キューテンライフ50」と合わせて、目的
別に3タイプがそろいました。
（平成20年8月発売）

キューテンライフパウダー
（日清ファルマ（株）：栄養補助食品）

小魚のうまみを凝縮したパウダーを粒にま
ぶし、国産素材のトッピングを加えました。
愛猫家からニーズの高い毛玉対策については
食物繊維を豊富にして毛玉をたまりにくくす
る工夫をしました。嗜好性と鮮度維持のため
袋に脱酸素剤を入れ、開封されるまで風味や
おいしさが続くようにしました。
（平成20年9月発売）

野菜と果実の特長を活かし、素材そのもののおいしさが味わえるよ
うに工夫したパスタソースです。素材自体の
コクとうまみを引き出し、味わい深くまろやか
に仕上げました。
また、パッケージ左下には1人前当たりのカ
ロリーを表示し、健康を気にする方に対して
もヘルシーイメージを訴求できるようにしま
した。
（平成20年8月発売）

マ・マー味わい豊かなパスタソース
（日清フーズ（株）：パスタソース）

食事のたびに“もう1品おかずが欲しい”と悩む主婦が多いことに着目
し、電子レンジで加熱するだけで簡単に用意できる“お助けメニュー”
として開発しました。
食卓を楽しくする彩りを考え、赤色を主体としたパスタ（ペンネ）にか
らむトマトで煮込んだにんじん・
たまねぎ等の野菜のうまみと、揚
げなすのおいしさが特長の「10種
の野菜のポモドーロ」を始め2アイ
テム発売しました。
（平成20年8月発売）

マ・マーFROZEN FOODこまった時のもう1品 ミニおかず
（日清フーズ（株）：家庭用冷凍惣菜）

10

キャラットミックステイスティ
（日清ペットフード（株）：猫用ドライフード）
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連結決算の状況

第2四半期連結貸借対照表
（平成20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 174,074 163,699 △ 10,374
固定資産 230,298 216,953 △ 13,345
資産合計 404,372 380,653 △ 23,719
（負債の部）

流動負債 65,285 53,957 △ 11,327
固定負債 36,926 34,028 △ 2,897
負債合計 102,211 87,986 △ 14,224
（純資産の部）

株主資本 235,419 235,722 303
資本金 17,117 17,117 —
資本剰余金 9,779 9,446 △ 333
利益剰余金 211,507 212,326 819
自己株式 △ 2,985 △ 3,168 △ 183

評価・換算差額等 36,472 26,925 △ 9,547
その他有価証券評価差額金 35,382 27,259 △ 8,123
繰延ヘッジ損益 △ 30 △ 197 △ 166
為替換算調整勘定 1,120 △ 136 △ 1,257

新株予約権 2 19 17
少数株主持分 30,267 29,999 △ 267
純資産合計 302,161 292,666 △ 9,494
負債純資産合計 404,372 380,653 △ 23,719

第2四半期連結損益計算書
（平成20年4月1日から平成20年9月30日まで）

科　　　目 前第2四半期連結会計期間末 当第2四半期連結会計期間末 比　較
（19年9月30日） （20年9月30日） （△は減）

売上高 210,851 231,395 20,543
売上原価 145,161 166,049 20,887
売上総利益 65,690 65,346 △ 344
販売費及び一般管理費 57,483 55,547 △ 1,935
営業利益 8,207 9,798 1,591
営業外収益 2,377 1,548 △ 829
営業外費用 248 159 △ 89
経常利益 10,336 11,187 851
特別利益 1,679 103 △ 1,576
特別損失 724 685 △ 39
税金等調整前四半期純利益 11,291 10,605 △ 686
法人税等 4,083 4,525 441
少数株主利益 969 684 △ 285
四半期純利益 6,237 5,395 △ 842

（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。

前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間 比　較科　　　目 （19年4月1日～ （20年4月1日～
19年9月30日） 20年9月30日） （△は減）

単位：百万円

第2四半期連結キャッシュ・フロー計算書
（平成20年4月1日から平成20年9月30日まで）

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,827 △ 5,648 △ 16,475
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 16,099 △ 806 15,293
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 6,238 △ 3,182 3,056
現金及び現金同等物に係る換算差額 365 △ 737 △ 1,103
現金及び現金同等物の増減額 △ 11,144 △ 10,374 770
現金及び現金同等物の期首残高 48,452 38,850 △ 9,601
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増減額 — 66 66
現金及び現金同等物の四半期末残高 37,307 28,542 △ 8,764
（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。

前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間 比　較科　　　目 （19年4月1日～ （20年4月1日～
19年9月30日） 20年9月30日） （△は減）

第2四半期貸借対照表
（平成20年9月30日現在） 単位：百万円

（資産の部）

流動資産 35,682 27,686 △ 7,995
固定資産 213,891 206,998 △ 6,893
資産合計 249,573 234,685 △ 14,888
（負債の部）

流動負債 8,891 7,539 △ 1,352
固定負債 19,235 14,411 △ 4,823
負債合計 28,127 21,951 △ 6,175
（純資産の部）

株主資本 192,632 191,431 △ 1,201
資本金 17,117 17,117 —
資本剰余金 9,500 9,500 —
利益剰余金 168,991 167,973 △ 1,018
自己株式 △ 2,977 △ 3,160 △ 183
評価・換算差額等 28,812 21,283 △ 7,528
その他有価証券評価差額金 28,812 21,283 △ 7,528
新株予約権 2 19 17
純資産合計 221,446 212,734 △ 8,712
負債純資産合計 249,573 234,685 △ 14,888

単位：百万円

第2四半期損益計算書
（平成20年4月1日から平成20年9月30日まで）

科　　　目 前第2四半期会計期間末 当第2四半期会計期間末 比　較
（19年9月30日） （20年9月30日） （△は減）

前第2四半期累計期間 当第2四半期累計期間 比 較
科　　　目 （19年4月1日～ （20年4月1日～

19年9月30日） 20年9月30日） （△は減）

営業収益 13,100 13,368 267
営業費用 5,739 6,259 519
営業利益 7,361 7,109 △ 252
営業外収益 954 864 △ 89
営業外費用 16 15 △ 1
経常利益 8,298 7,958 △ 340
特別利益 1,479 26 △ 1,453
特別損失 35 15 △ 19
税引前四半期純利益 9,743 7,968 △ 1,774
法人税等 495 112 △ 383
四半期純利益 9,248 7,856 △ 1,391

（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。

売上高

営業利益、経常利益、四半期純利益

各事業におきまして、新製品の発売や広告宣伝活動の積極的な推進な
ど主力製品の需要喚起に取り組みました。また、本年4月に輸入小麦の
政府売渡価格が平均で30%引き上げられるなど調達コストの大幅な上
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、売上高は順調に推移しました。

更なる生産性の向上を目指した東灘製粉工場の能力増強工事が本年9

月に完了し稼働したのを始め、各事業におきまして徹底的なコスト削減
に努めてまいりました。また、平成18年度、平成19年度に調達コストの
上昇に対して価格改定が遅れ利益が悪化した食品事業の業績回復によ
り、営業利益、経常利益は順調に推移しました。四半期純利益は前年
の特別利益計上の反動により低調となりました。

単位：百万円

第2四半期連結株主資本変動内訳
（平成20年4月1日から平成20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20年3月31日残高 17,117 9,446 209,221 △ 3,263 232,521
利益剰余金期首残高修正額（※） △ 48 △ 48
第2四半期連結累計期間中の変動額

剰余金の配当 △ 2,235 △ 2,235
四半期純利益 5,395 5,395
自己株式の取得 △ 106 △ 106
自己株式の処分 △ 5 201 196
第2四半期連結累計期間中の変動額合計 — — 3,153 95 3,249
平成20年9月30日残高 17,117 9,446 212,326 △ 3,168 235,722

（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。
（※） 海外子会社の会計基準の統一により、過年度対応分として48百万円を利益剰余金期首残高から減額しております。

単独決算の状況

四半期会計基準等の適用初年度のため、
前年実績及び増減額は参考として記載しております。

四半期会計基準等の適用初年度のため、
前年実績及び増減額は参考として記載しております。
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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） 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

連結業績見通し

連結業績推移
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株式の状況（平成20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
251,535,448株

■株主数
13,677名（前期末比1,605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 16,022 6.3
山崎製パン株式会社 14,040 5.5
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 9,918 3.9
（信託口）
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 8,838 3.5
（信託口）
三菱商事株式会社 6,982 2.7
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 6,597 2.6
（信託口4G）
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
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■株価の推移
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■株式分布状況

所有者別 所有株数別
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（注）本年10月の株価は、世界的な金融危機による株式相場の下落を受けて、急落しております。



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20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

■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

（株券電子化に関するお知らせ）

1. 株券電子化実施後の手続のお申出先について
平成21年1月5日（月曜日）から、上場会社の株券電子化が実施される予定です。株券電子化後の

住所変更、単元未満株式の買取・買増、配当金受取方法の指定等のお申出先は以下のとおりとな

ります。

（1）証券保管振替機構に株券を預託されている株主様：お取引証券会社等

（2）証券保管振替機構に株券を預託されていない株主様：当社が特別口座を開設する中央三井信託銀行

※ なお、特別口座に関する手続のお申出を受け付けることができるのは、特別口座に記録される予定日であります
平成21年1月26日（月曜日）からとなりますのでご了承下さい。

2. 株券電子化実施前後の単元未満株式の買取・買増請求のお取扱いについて
証券保管振替機構に株券を預託されていない株主様に関しまして、以下のとおりお取扱いを変更

させていただきます。（証券保管振替機構に株券を預託されている株主様については、お取引証券

会社等にご確認下さい。）

（1）平成20年12月25日（木曜日）から平成21年1月4日（日曜日）（実質平成20年12月30日（火曜日））

までに受け付けた買取請求についての買取代金の支払は、平成21年1月26日（月曜日）とさせ

ていただきます。

（2）下記の期間は、買取・買増請求の受付を停止させていただきます。

①買取請求：平成21年1月5日（月曜日）～平成21年1月25日（日曜日）

②買増請求：平成20年12月12日（金曜日）～平成21年1月25日（日曜日）

■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
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


