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メッセージ

代表取締役
取締役社長  村上 一平



　今後の見通しにつきましても、景気悪化に伴う生活防衛
意識の高まりによる需要の伸び悩みや新型インフルエンザ
の拡大など、企業を取り巻く環境は一層不透明になってお
ります。
　このような中、当社グループは長期的な企業価値の極大
化を経営の基本方針として、コア事業と成長事業へ経営資
源を重点的に配分し、グループ経営を展開しており、更な
る持続的成長を実現するために、平成21年4月から平成22

年度までの2か年の経営計画「日清製粉グループ行動計画 

GO,2010」を策定し、その取組みを各事業において着実に
進めております。また、品質保証体制を一層充実させ安心・
安全対策を強化するとともに、CR（Consumer Relations）
室を新設し、当社グループとして消費者の皆様及び消費者
行政への対応の充実を図ってまいります。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
企業価値の極大化を図り、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支持されるグルー
プを目指し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21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166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。
　今上半期におきましては、世界的な金融危機を契機に、
我が国経済も景気が低迷し、消費者の皆様の節約志向の高
まりや、国内の少子高齢化の影響に伴う需要の伸び悩みな
どにより引き続き事業環境は厳しい状況となっております。
　このような環境下、当社グループは各事業において、新
製品の上市、広告宣伝活動の積極的な推進などによる需
要喚起や、コスト削減に取り組みました。また、輸入小麦の
政府売渡価格が本年4月に平均で14.8%引き下げられたこ
とを受け、小麦粉及び小麦粉関連製品の価格改定を実施
いたしました。
　以上の結果、売上高は2,268億78百万円（前年同期比

98.0%）となりました。利益面では、各事業におけるコスト
削減及び海外事業における出荷拡大等により、営業利益は

121億82百万円（前年同期比124.3%）、経常利益は136

億64百万円（前年同期比122.1%）となり、四半期純利益
は83億70百万円（前年同期比155.1%）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。当中間配当につきましては、株主の皆様のご
支援にお応えするため1円増配し、1株当たり10円とさせて
いただきました。また、期末配当につきましても中間配当
と同様に、当初予想より1円増配し、1株当たり10円とさせ
ていただくことを予定しております。これにより、年間配当
予想は1株当たり20円となります。
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代表取締役
取締役社長
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当社とグループ各社との事業系統図 （平成21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16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21年9月30日現在）
■ 製粉事業 1,271名
■ 食品事業 3,073名
■ その他事業等 725名 
■ グループ本社 268名
合計 5,337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）
◆ 東酵（上海）商貿有限公司（中国）

◆ 株式会社パニーデリカ
◆ 株式会社OYCフーズネット
◆ 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 Americas, Inc.（アメリカ）
◆ OYC EU B.V.（オランダ）
◆ オリエンタルサービス株式会社

◆ 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

◆ 株式会社NBCメッシュテック※ ◆ 日清丸紅飼料株式会社

食品事業

その他事業

日清製粉グループの概要

※ NBC株式会社は、平成21年10月1日に株式会
社NBCメッシュテックに社名変更いたしましたの
で、新社名で表示しております。
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日清フーズ（株） プレミックス事業の強化…館林工場新ライン本格稼働

日清フーズ（株）は、プレミックス製品の
安心・安全の更なる強化を図るとともに、
生産性向上及び生産体制強化を目指し、
館林工場に新ラインを増設し、あわせ
て名古屋工場のプレミックスラインのリ
ニューアル工事を進めております。
館林工場の新ラインは、平成21年秋冬
の家庭用新製品の発売にあわせて本格
稼働し、お好み焼粉の製造を行っており
ます。当最新鋭ラインには、日清製粉グ
ループが長い年月をかけて培ってきたプ
レミックス製造に関する技術の粋を結集
し、安心・安全の確保、生産性向上等す
べての面において、最新の技術を投入し
ております。

日清フーズ（株）館林工場　概要
住　　　所 群馬県館林市栄町6-1

製 造 品 目 プレミックス（業務用・家庭用）

生　産　量 年間　約4万トン

増設新ライン 約1,400m2（延べ床面積）
 製造・包装棟 6階建て

日清フーズ（株）
名古屋工場

リニューアル工事

平成22年10月
完成予定

館林工場新ラインの特徴

窓をなくし、館内の気圧を外気圧より高くすることで外部か
らの粉塵などの侵入を防止しています｡

無窓化、館内微陽圧化

清掃しやすい塗り床とコーナーなど細やかな配慮が行き届い
ています。館林工場では、ISO22000（食品安全マネジメント
システム）を取得、さらに6年連続してAIB評価で最高ランクの
「SUPERIOR」を取得しています。
AIB… アメリカ製パン研究所の適正製造規範監査制度

ISO、AIB基準対応

高能力新型包装機を導入し、生産能力を1.5倍と大幅に拡大
しています。

生産能力アップ
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家庭用製品

業務用製品

天ぷら粉・
お好み焼粉
ができるまで

主原料の小麦粉やそ
のほかの穀粉は、必
要に応じ加工処理を
行います。

前処理済み原料は、
原料タンクに入り、
配合されます。

金属探知器
金属片が混入してない
ことを確認します。

高能力新型包装機

主原料
タンク

前処理

配 合

ふるい
分け

混 合

製品出
荷

新ライン稼働にあわ
せて、400g以上の大
容量の家庭用お好み
焼粉、たこ焼粉は全
てチャック付容器に
変更し利便性を高め
ました。

増設新ライン

独自製法による特長
ある業務用製品

原料の投入から
包装まで密封さ
れた工程で製造
されます。また、
袋詰めされた製
品の量目不足が
ないか、製品に
金属・異物の混
入がないか、厳
重なチェックがな
されます。

原料は受入前に
すでにふるわれ
ていますが、もう
一度ふるいにか
けることにより、
異物のないこと
を確認するととも
に、固まりを完全
に取り除きます。

ミキサーを使用し、い
ろいろな原料を均一に
混合します。

自動封
函自動計

量包装

館林工場で
おいしさにこ

だわり、

安心・安全に
配慮して生

産される

製品の一例
チャック付

チャック付



　製粉事業につきましては、景気低迷の影響を受けた厳しい
市場環境下、「フルタイム、パンタイム！」をスローガンに食事
パンの喫食機会を増すための活動を展開するなど、新たな需
要創造に積極的に取り組み、市場開拓に努めたものの、業務
用小麦粉の出荷は前年を下回りました。また、輸入小麦の政府
売渡価格が本年4月より平均で14.8%引き下げられたことを
受け、本年5月に業務用小麦粉の価格改定を実施しました。
　生産・物流面では、昨年9月に業界最高水準の機器・システ
ムを導入した東灘工場新ラインが本格稼働したことを始め、生

〈当第2四半期（累計）の概況〉

製粉事業

営業の概況
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〈通期の見通し〉
　製粉事業につきましては、上期出荷が前年を下回ってお
り、引き続き厳しい環境が見込まれるため、お客様のニー
ズを迅速かつ的確にとらえた製品開発や販売促進の提案を
行うなどの施策に加え、長期的視点に立った需要喚起のた
めの資金投入も行い引き続き販売拡大に取り組みます。ま
た、生産性向上等のコスト削減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・安全対策につきましても
引き続き強化してまいります。
　原料小麦につきましては、輸入小麦の政府売渡価格が本年
10月16日より5銘柄平均で23%引き下げられたことを受け、
本年11月24日に業務用小麦粉の価格改定を行いました。
　また、副製品であるふすまの価格につきましては、国際穀
物相場等の影響により前年と比べ引き続き低調に推移する
見通しです。
　海外事業につきましては、環太平洋戦略を推進し、引き
続き北米及びタイでの拡販に努めてまいります。

日清製粉（株）
「藤吉久美子の小麦deクッキングスクール
～フルタイム、パンタイム！～」に協賛
藤吉さんとリュック・ドゥマンジュ.シェフ

日清製粉（株）
日本最大のクラッシック音楽の祭典

「ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン」
に特別協賛

産性向上・物流改善等のコスト削減の取組みを着実に推進す
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、価格は低調に推移しま
した。
　海外事業につきましては、積極的な営業活動を展開し出荷
は前年を上回りました。



営業の概況

　加工食品事業につきましては、生活防衛意識の高まりなどか
ら消費は引き続き厳しい環境下にありますが、消費者の皆様の
節約志向と家庭内調理志向に応える生活応援品として、本年8月
に家庭用常温製品でお好み焼粉やたこ焼粉などのプレミックス
製品を中心に新製品13品目・リニューアル品17品目、家庭用冷
凍食品では新製品6品目・リニューアル品4品目を発売するとと
もに、お好み焼粉の新テレビコマーシャルなどにより拡販に注力
しました。また、パスタにおきましても「PASTAism（パスタイズ
ム）」プロモーションを展開するなど積極的な広告宣伝活動によ
る需要喚起に努めました。しかしながら、本年4月の輸入小麦の
政府売渡価格改定を受け、本年6月に小麦粉関連製品の価格引

〈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、景気悪化の影響を受けた節
約志向が継続すると見込まれる中、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や広告宣伝活動と併
せて、市場拡大へ向けての潜在需要の開拓のための戦略投
資を積極的に行い需要喚起を図るとともに、生産性向上を含
めコスト削減施策に引き続き取り組んでまいります。中食・惣
菜事業につきましては、お客様のニーズにあった新メニュー開
発、提案等を行い売上拡大を図ります。海外事業におきまして
は、中国及びタイで今後市場の成長が期待されるベーカリー
顧客向けの事業展開を推進するとともに海外事業全体の拡大
のスピードアップを目指してまいります。
　酵母・バイオ事業の酵母事業は、ニーズにあったタイムリー
な新製品の上市やベーカリー以外の市場への進出を深耕さ
せ、イースト等主要製品の拡販を積極的に進めます。バイオ事
業では、実験動物用飼料等の拡販や診断薬原料を主体とした

食品事業
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新製品の投入を促進いたします。
　健康食品事業につきましては、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、消費者向け製品の拡販に努めるとともに、引き続き生
産、販売体制の見直しを図ってまいります。

日清フーズ（株）
「渋谷駅ハチ公口広告看板」

新日清製粉食品（青島）有限公司
「Bakery.China.2009」に出展

き下げを実施したこと等により、売上げは前年を下回りました。中
食・惣菜事業につきましては、収益改善施策を着実に実行しまし
た。海外事業におきましては、中国及びタイで今後市場の成長が
期待されるベーカリー顧客向けの事業を本年4月より展開するな
ど、引き続き事業拡大を図りました。
　酵母・バイオ事業の酵母事業は、イースト、パン品質改良剤や
マヨネーズ等の出荷増等により、売上げは前年を上回りました。
バイオ事業は飼料受託等が好調でしたが、実験動物や受託試験
等が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、積極的に新製品を投入するなど
消費者向け製品の拡販に注力し売上げは前年を上回りました。



営業の概況

その他事業

　ペットフード事業につきましては、プレミアムドッグフード
「ジェーピースタイル」の店舗向けドライ製品の投入により
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、引き続き関連業界
の設備投資環境は厳しかったものの、主力のプラントエンジ
ニアリングにおける大型工事により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、昨年来の経済環境の
悪化によりプリント基板業界や、自動車部品業界の需要は依
然として低迷しており、主力のスクリーン印刷用資材、産業用
資材、化成品など全般で売上げは前年を下回りました。

〈当第2四半期（累計）の概況〉

〈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、安心・安全・健康にこだわった犬用及び猫用
の新製品を開発・投入し、積極的な営業活動を展開します。
　エンジニアリング事業につきましては、引き続き関連業界
における設備投資環境は厳しいものと見込まれますが、得
意分野への経営資源の集中を図り、主として食品分野のプ
ラントエンジニアリングにおける受注拡大や、受託加工・機
器販売の売上げ拡大に注力します。
　メッシュクロス事業につきましては、独自技術開発による
新製品の市場投入を推進する他、引き続きコスト削減等を
進め企業体質の強化を図ります。
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日清ペットフード（株）
「JAPAN.DIY.HOMECENTER.SHOW.2009」に出展

日清エンジニアリング（株）
「FOOMA.JAPAN.2009.国際食品工業展」に出展



新製品のご紹介
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　うどん専用小麦粉。「真麺許皆伝」は、うどんそのものとしての美味しさは
もちろんのこと、合わせる食材を引き立て調和しますので、うどん食の世界
を広げる小麦粉です。内食、中食、外食など幅広い業態で多様なメニュー
提案が可能。うどんの世界を華やかにします。
　「真麺許皆伝」は、①日本人に好まれるもちもちとし
た、しなやかで粘りのある歯ごたえで“たおやかな食
感”、②洗練された味わいを持ち、つゆの味や野菜、魚
介、肉などあらゆる素材と調和する“澄んだ味わい”、
③茹で上げた麺肌の美しさも魅力で、食材が映え食欲
をかきたてる“みずみずしさ”などが特長です。
（平成21年9月発売）

真麺許皆伝
（日清製粉（株）：業務用小麦粉）

　基本のカツオと昆布のだしのうまみに、丸鶏だしのコクを加え、味わい
豊かなお好み焼きが家庭で簡単に楽しんでいただくことができます。“特
製小麦粉”を使用しているので、ふんわり軽い食感に
焼き上がります。さらに消費者の皆様のニーズに対応
し、400g以上の大容量袋入りの製品を「保存に便利な
チャック付き」にしました｡
　外はカリッと焼きあがり、中はとろりとしたクリーミー
で口どけのよい食感を楽しんでいただくため、たこ焼粉
「日清 とろっとクリーミーたこ焼粉」も新発売しました｡
（平成21年8月発売）

三種の重ねだし仕立てのお好み焼粉
（日清フーズ（株）：ミックス粉）

　炒めたひき肉とたまねぎにソースを加えてひと煮立ちさせるだけでミー
トソースができるパスタ専用の調理ソースです。肉のうまみを引き立てる
ハーブとスパイスを使用しているので、ご家庭で香辛料
を買いそろえる必要がなく、長時間煮込まなくても、肉の
コクとうまみが生きたミートソースを手軽に作ることがで
きます。
　また、料理の幅を広げるアレンジメニューをパッケージ
裏面で紹介し、家庭での調理の楽しさを提案しています。
（平成21年8月発売）

マ・マーPASTA MIO ミートソース用
（日清フーズ（株）：パスタソース）

　売れ筋価格帯の製品充実のため、新たなフレーバーを投入。にんにく、
赤唐辛子とベーコンをオリーブオイルで炒めて引き出したうまみとトマトの
甘味が絶妙に絡み合った味わいが特長です。また、揚げなすと厚切りベー
コンの豊かなコクとうまみが味わいに深みを加え、ピリッと効いた唐辛子の
辛味がくせになるおいしさです｡
　アラビアータ発売に合わせ、シリーズの
更なる活性化を図るべく、シリーズ全体の
パッケージを全面リニューアルしました。
（平成21年8月発売）

マ・マー FROZEN FOODスパゲティ 揚げなすとベーコンのアラビアータ
（日清フーズ（株）：家庭用冷凍パスタ）

　お取り寄せグルメやプレミアムビールなどの美食を楽しみたい方をター
ゲットとした「アンセリンB」は、カツオやマグロからプリン体を99%カットし
て精製したアンセリンを50mg配合しています。さ
らに、“ビタミンB群（B1、B2、B6、B12、葉酸）”を
バランスよく、１日の食事摂取基準の100%相当
量をプラスすることで、豊かで楽しい食生活をサ
ポート。飲みやすいタブレットタイプで、旅先や食
べ歩きのお供として携帯にも便利です。
（平成21年9月発売）

アンセリンＢ
（日清ファルマ（株）：栄養補助食品）

　“安心・安全”にこだわり、着色料を使用せず、良質な原料が持つ自然な色
合いに仕上げたドッグフード新ブランド「いぬのしあわせ」を立ち上げました。
『LIFE20』（ワンちゃんの平均寿命を20歳まで伸ばすことを夢として、那須
研究所の知見等をフードに活かしていくというプログラム）の考え方を採用
し、“健康”にも配慮しています。2つのパウダー、本
格具材トッピング等で、“おいしさ”にもこだわってい
ます。愛犬の体重・年齢に合わせて、「いぬのしあわ
せ」、「いぬのしあわせ 贅沢ブレンド」、モイストタイ
プの「いぬのしあわせ ジューシーキューブ」、体重
5kg以下の超小型犬用「いぬのしあわせ プッチー
ヌ」の4シリーズで合計17品を発売しました｡
（平成21年9月発売）

いぬのしあわせ 1歳～6歳までの成犬用 1.5kg
（日清ペットフード（株）：犬用ドライフード）



第2四半期連結貸借対照表
（平成21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 163,699 181,141 17,441
 固定資産 216,953 201,859 △ 15,094
 資産合計 380,653 383,000 2,347
 （負債の部）
 流動負債 53,957 54,975 1,017
 固定負債 34,028 30,942 △ 3,086
 負債合計 87,986 85,917 △ 2,068
 （純資産の部）
 株主資本 235,722 248,101 12,379
 　資本金 17,117 17,117 —
 　資本剰余金 9,446 9,448 1
 　利益剰余金 212,326 224,677 12,350
 　自己株式 △ 3,168 △ 3,141 26
 評価・換算差額等 26,925 19,232 △ 7,692
 　その他有価証券評価差額金 27,259 20,619 △ 6,640
 　繰延ヘッジ損益 △ 197 △ 119 77
 　為替換算調整勘定 △ 136 △ 1,267 △ 1,130
 新株予約権 19 56 37
 少数株主持分 29,999 29,691 △ 307
 純資産合計 292,666 297,083 4,416
 負債純資産合計 380,653 383,000 2,347

第2四半期連結損益計算書
（平成21年4月1日から平成21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
  （20年9月30日） （21年9月30日） （△は減）

 売上高 231,395 226,878 △ 4,516
 売上原価 166,049 159,248 △ 6,800
  売上総利益 65,346 67,629 2,283
 販売費及び一般管理費 55,547 55,447 △ 100
  営業利益 9,798 12,182 2,384
 営業外収益 1,548 1,645 97
 営業外費用 159 163 4
  経常利益 11,187 13,664 2,476
 特別利益 103 1,169 1,065
 特別損失 685 419 △ 266
  税金等調整前四半期純利益 10,605 14,414 3,809
  法人税等 4,525 5,452 927
  少数株主利益 684 591 △ 93
  四半期純利益 5,395 8,370 2,975

（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 （20年4月1日～ （21年4月1日～
  20年9月30日） 21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21年4月1日から平成21年9月30日まで）

 営業活動によるキャッシュ・フロー △ 5,648 26,123 31,772
 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 806 △ 19,850 △ 19,044
 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 3,182 △ 2,790 392
 現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 737 380 1,117
 現金及び現金同等物の増減額 △ 10,374 3,863 14,237
 現金及び現金同等物の期首残高 38,850 40,339 1,489
 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 66 — △ 66
 現金及び現金同等物の四半期末残高 28,542 44,203 15,660
（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 （20年4月1日～ （21年4月1日～
  20年9月30日） 21年9月30日） （△は減） 

売上高

各事業におきまして、新製品の開発・発売や、広告宣伝活動を積極的に
推進するなど、拡販に努めたものの、小麦粉の副製品であるふすま価
格の低調、メッシュクロス事業の低迷、並びに海外子会社における穀物
相場下落に伴う製品価格低下等により、売上高は前年を下回りました。

営業利益

メッシュクロス事業の低迷はあったものの、酵母・バイオ事業を始めと
する食品事業を中心とした、各事業におけるコスト削減、及び海外事業
における出荷拡大等により営業利益は前年を上回りました。

連結決算の状況
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単位：百万円

第2四半期連結株主資本変動内訳 
（平成21年4月1日から平成21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21年3月31日残高 17,117 9,446 218,543 △ 3,177 241,930
 第2四半期連結累計期間中の変動額
 　剰余金の配当   △ 2,236  △ 2,236
 　四半期純利益   8,370  8,370
 　自己株式の取得    △ 14 △ 14
 　自己株式の処分  1  50 51
 第2四半期連結累計期間中の変動額合計 — 1 6,133 36 6,171
 平成21年9月30日残高 17,117 9,448 224,677 △ 3,141 248,101
（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。

第2四半期貸借対照表
（平成21年9月30日現在） 単位：百万円

 （資産の部）
 流動資産 27,686 59,805 32,118
 固定資産 206,998 176,807 △ 30,190
 資産合計 234,685 236,613 1,927
 （負債の部）
 流動負債 7,539 7,276 △ 262
 固定負債 14,411 11,682 △ 2,728
 負債合計 21,951 18,959 △ 2,991
 （純資産の部）
 株主資本 191,431 201,319 9,888
 　資本金 17,117 17,117 —
 　資本剰余金 9,500 9,501 1
 　利益剰余金 167,973 177,833 9,860
 　自己株式 △ 3,160 △ 3,133 26
 評価・換算差額等 21,283 16,277 △ 5,006
 　その他有価証券評価差額金 21,283 16,277 △ 5,006
 新株予約権 19 56 37
 純資産合計 212,734 217,653 4,919
 負債純資産合計 234,685 236,613 1,927

 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
  （20年9月30日） （21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。

単位：百万円

第2四半期損益計算書
（平成21年4月1日から平成21年9月30日まで）

  前第2四半期累計期間 当第2四半期累計期間 比  較
 科　　　目 （20年4月1日～ （21年4月1日～
  20年9月30日） 21年9月30日） （△は減） 

 営業収益 13,368 18,413 5,045
 営業費用 6,259 6,538 278
 　営業利益 7,109 11,875 4,766
 営業外収益 864 665 △ 199
 営業外費用 15 14 △ 0
 　経常利益 7,958 12,526 4,568
 特別利益 26 1,137 1,111
 特別損失 15 21 6
 　税引前四半期純利益 7,968 13,642 5,673
 　法人税、住民税及び事業税 112 365 253
 　四半期純利益 7,856 13,277 5,420
（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。

単独決算の状況
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連結業績見通し
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平成22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。

 売上高（百万円） 466,671 451,000 △ 15,671 △ 3.4%

 営業利益（百万円） 21,755 23,400 ＋ 1,645 ＋ 7.6%

 経常利益（百万円） 24,618 25,800 ＋ 1,182 ＋ 4.8%

 当期純利益（百万円） 13,852 15,000 ＋ 1,148 ＋ 8.3%

 平成21年3月期実績 平成22年3月期見通し 前年差 前年比

連結業績推移

■売上高（百万円） 

0

100000

200000

300000

400000

500000

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

平成17/3
第161期

平成22/3
第166期
見通し

平成20/3
第164期

421,359

211,761

平成21/3
第165期

418,190
431,858

466,671

207,802

451,000
（予想）

210,851
231,395

平成18/3
第162期

平成19/3
第163期

204,078
211,761 207,802 210,851

231,395 226,878226,878

204,078

416,222

第2四半期 通期

■当期（四半期）純利益（百万円） 

0

5,000

10,000

15,000

平成21/3
第165期

11,147

13,852

平成20/3
第164期

平成22/3
第166期
見通し

15,000
（予想）

6,237

8,370

平成17/3
第161期

平成18/3
第162期

平成19/3
第163期

5,517 6,237

8,370

5,3955,395
5,517

13,597

第2四半期 通期

0

5000

10000

15000

13,541

6,2446,244
5,3985,398

12,303

■経常利益（百万円） 
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■株価の推移

■株式分布状況

所有者別 所有株数別

■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
　14,158名（前期末比532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
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 11,594 4.6
（信託口）
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 10,802 4.2
（信託口）
株式会社みずほコーポレート銀行 9,943 3.9
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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金融機関（98名）
112,759千株（44.8%）
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187,533千株（74.6%）

28,044千株
22,491千株
12,951千株

514千株

177名
1,972名
8,466名
3,455名

（
（
（
（

）
）
）
）

11.2%
8.9%
5.1%
0.2%

（
（
（
（

）
）
）
）

5万株以上
5,000株以上
500株以上
500株未満

（注）昨年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。

株式の状況（平成21年9月30日現在）



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

■株主名簿管理人及び特別口座管理機関
　　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）
　　ホームページ
　　 http://www.chuomitsui.co.jp/

person/p_06.html

　同取次窓口
　　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21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　　

（お知らせ）
●株式に関する諸手続のお申出先について
株券電子化制度実施に伴い、株式に関する各種お手続（ご住所等の変更、配当金のお受取方法の
指定、単元未満株式の買取・買増請求等）のお申出先は、次のとおりとなっておりますのでご留意
下さい。
1．証券会社等で口座を開設されている株主様.→.お取引のある証券会社等へお申し出下さい。
※ 払渡期間経過後の配当金のお受取、特別口座に記録されている単元未満株式の買取・買増請求につきまし
ては、中央三井信託銀行株式会社へお申し出下さい。

2．特別口座に記録されている株主様.→.中央三井信託銀行株式会社へお申し出下さい。

●株主様のお名前やご住所等の文字について
株券電子化制度実施後においては、株主様のお名前やご住所等の文字情報に、株式会社証券保
管振替機構（ほふり）で指定されていない漢字等が含まれている場合は、その全部又は一部を同社
が指定する文字に置き換えた上、株主名簿にご登録いたします。そのため、株主様へお送りする郵
送物等の宛名につきましては、代替文字やカタカナ等で表示されている場合がございますので、ご
了承下さい。株主様のお名前やご住所等として登録されている文字につきましては、お取引の証
券会社等（特別口座の場合は、中央三井信託銀行株式会社）にお問い合わせ下さい。
※「特別口座」について
平成21年1月5日（株券電子化制度施行日）までに株式会社証券保管振替機構（ほふり）に株券が預託されな
かった株式は、法令に基づき、当社が中央三井信託銀行株式会社に株主名簿上の株主様名義で開設した「特別
口座」に記録されております。
なお、特別口座に記録された株式をそのまま売却することはできませんので、売却される場合は、証券会社等
に口座を開設した上、当該口座へ株式を振り替えていただく必要があります。
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