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　今後の見通しにつきましては、デフレや個人消費の動向な
ど、企業を取り巻く環境は引き続き不透明ではありますが、
一部には回復の兆しが見られるようになっております。
　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
持続的成長を実現してまいります。国内においては製粉、食
品事業を中心に、一層の出荷拡大に努めるとともに、中食・
惣菜事業の展開に注力いたします。また、海外事業に関しま
しては、既進出事業の拡大と、新規事業の開拓に取り組ん
でまいります。研究開発では、お客様にとって高い付加価値
を持った新製品や、新技術開発を強化する一方、昨年設置
したCR（Consumer Relations）室を中心として、消費者の
皆様の声やニーズ、消費者行政関連の情報を積極的に収集
し、消費者の皆様の視点に基づく品質保証体制の一層の強
化等、皆様のご期待に応えてまいります。さらに、内部統制
システムへの取組み、コンプライアンスの徹底、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、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22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166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、世界的な景気悪化の影響を受けて、
我が国経済も低迷するなど、引き続き事業環境は厳しい状
況となりました。
　このような環境下、当社グループは各事業において、消
費者の皆様の多様化するニーズにおこたえした新製品の上
市や、広告宣伝活動の積極的な推進等による需要喚起、グ
ループを挙げた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昨年4月に平均で14.8%、10月にも同
23%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、小麦価格引き下げに伴う製品の価格改定
により、売上高は4,437億28百万円（前期比95.1%）となり
ましたが、利益面では、食品事業の家庭用小麦粉・プレミッ
クス等の主要製品及び海外事業における出荷拡大や、製
粉東灘・神戸工場の統合を始めとする生産性の改善、各事
業におけるコスト削減等により、営業利益は265億76百万
円（前期比122.2%）、経常利益は293億27百万円（前期比
119.1%）、当期純利益は168億39百万円（前期比121.6%）
とそれぞれ増益を確保することができました。
　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%以上を基準としておりますが、当期におきまして
は、株主の皆様のご支援におこたえするため、普通配当を年
2円増配するとともに、創業110周年を記念して1株当たり2

円の記念配当を加え、年間配当を1株当たり22円とさせてい
ただきました。

代表取締役
取締役社長
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日清製粉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。

当期につきましては、一昨年の金融危機を契機と
した世界的な景気悪化の影響を受け、日本経済

につきましても、厳しい状況が継続しました。また、食品
業界におきましても、消費者の皆様が節約志向を強める
など、引き続き厳しい市場環境となりました。
　こうした中、昨年4月と10月の輸入小麦の政府売渡価
格引き下げを受けて、製品価格の改定を行いました。製
品価格の引き下げは3年振りのことでしたが、お得意様に
ご理解いただき適切な価格改定が実施できました。出荷
に関しましては、消費者の皆様の家庭内調理志向の拡大
や多様化するニーズにおこたえした新製品を開発・販売
し、積極的に広告宣伝活動を推進するなど、各事業にお
いて売上げ拡大施策を実行しました。一方、コスト面に関
しましては、一昨年9月の製粉東灘工場新ラインの本格
稼働と神戸工場の閉鎖・統合などの生産性向上の取組み
を始め、購買、生産、輸送等各段階でのコスト削減への取
組みにより、各事業部門において当初想定を上回るコス
ト削減を達成することができました。海外事業において
は、当社製品の品質の高さや安定性が認められ出荷は順
調に推移いたしました。

　この結果、当期はふすま価格の下落や、小麦価格の引
き下げに伴う製品価格改定の影響により減収となりまし
たが、食品事業の家庭用小麦粉・プレミックス等の主要製
品及び海外事業等における出荷が好調であったこと、並
びに各事業において前述のとおり当初想定を上回るコス
トダウンを達成できたこと等により業績見通しを上回る
利益を達成することができました。

今回は、日清製粉グループを取り巻く事業環境と取組みに加え、経営計画の進捗状況と見通しなどについて、
村上社長にインタビューしました。

社長インタビュー

当期（平成21年度）の取組み、業績について

Q

A
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想しております。
　平成22年度の業績については、売上高4,290億円（前
期比96.7%）、営業利益239億円（前期比89.9%）、経常
利益264億円（前期比90.0%）、当期純利益149億円（前
期比88.5%）を見込んでおりますが、上記各施策を実現
していくことで、業績予想の利益の上乗せを目指してま
いります。

経営計画「日清製粉グループ行動計画　GO, 

2010」は次期（平成22年度）が最終年度となりま
すが、経営計画において目指している方向とその取組み
についてお聞かせください。

当社は、平成22年度に創業110周年を迎えます。
これまでの110年で築き上げてきた信頼と安心・

安全のDNAを土台としながら、さらに成長・発展していく
企業グループを目指してまいります。
　今後の当社グループを取り巻く環境は、国内において
は、少子高齢社会となり、人口は長期に亘り減少すること

次期（平成22年度）の業績見通しについてお聞か
せください。

国内景気につきましては、高水準の失業率や所
得環境の悪化に伴うデフレ圧力の継続により、本

格的回復にはまだ時間を要するものと思われますが、中
国を始めとする新興国の旺盛な需要に支えられた輸出産
業の回復や政府の景気刺激策の効果もあり消費者の購
買意欲に増加傾向が表れるなど景気に底打ちの兆しも見
られます。当社グループはこのような景気改善の時期を
とらえ、平成22年度につきましては、今後の持続的成長
を達成するために必要な施策に取り組んでまいります。
具体的には、各事業におきまして販売促進活動を強力に
推進するとともに積極的な広告宣伝を継続し、出荷拡大
に努めてまいります。また、消費者の皆様の多様化する
ニーズにおこたえした、価値のある製品を開発、販売す
るため、研究開発費を増額し、新製品・新技術開発を強化
してまいります。一方、小麦粉の副産物であるふすまの
価格につきましては、国際穀物相場、為替相場等の影響
を受け低調に推移する見込みであります。その結果、利
益に関しましては、製粉事業及び食品事業等において出
荷拡大を見込むものの、前述の広告宣伝の継続実施や
研究開発の推進などの各種施策実行に伴う費用を織込
み、また、ふすま価格の悪化を見込むことから、減益を予

今後の見通し、事業戦略について

Q

A

Q

A

日清フーズ（株）の平成22年春夏新製品
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社長インタビュー

が見込まれております。また、WTO農業交渉や各国との
自由貿易協定（ＦＴＡ）・経済連携協定（ＥＰＡ）の進展は想
定より遅れているものの、近い将来には、国内市場にお
いてこれまで以上に海外製品との競合が激しくなること
が考えられます。従いまして、当社グループが今後、更に
事業を拡大していくためには、国内コア事業において圧
倒的なマーケットシェアを獲得し、コスト競争力を強化す
るとともに、海外事業を当社グループの成長を担う規模
に拡大させることが不可欠です。
　そのような認識の下、当社グループは、持続的な成長
を実現していくために、平成21年4月から平成22年度ま
での2か年を対象にした経営計画「日清製粉グループ行
動計画　GO, 2010」を推進しております。
　目標の一つであります国内において圧倒的なシェアを

獲得するための出荷伸長に関しまして、製粉事業におき
ましては、計画初年度は厳しい環境下、前年実績は確保
したものの計画を達成することはできませんでした。平
成22年度は小麦粉需要の拡大に積極的に取り組むとと
もに、お得意様との関係を強化し、出荷拡大を推進して
まいります。加工食品事業に関しましては、当社グループ
が多数抱えるトップブランド商品につきまして、消費者の
皆様のご要望におこたえし、家庭で本格・簡便を実現する
新製品の開発を加速するとともに、積極的な広告宣伝、
プロモーションの実施によりブランド強化を図り、出荷を
拡大してまいります。
　経営計画におけるもう一つの柱と位置付けております
海外事業の拡大に関しましては、当社グループの持続的
成長をより大きく確実なものとするため、経営資源を積
極的に投入し、拡大を目指します。当社グループは北米、
東南アジア、中国において、事業を展開しておりますが、
グループの成長を牽引するにはその規模、事業拡大のス
ピードとも不十分であり、既に進出している各事業の拡
大のスピードアップと併せ、新規事業の開拓にも積極的
に取り組む必要があります。そのために、昨年11月に海
外新規事業開発専任部署を設置するとともに、主要事業
会社にも新規事業推進体制を整備いたしました。平成22

年度はカナダの製粉会社であるロジャーズ・フーズ（株）
とタイで業務用プレミックスを製造・販売しているタイ日
清テクノミック（株）が生産能力を増強し、更なる出荷拡
大に向け体制を強化します。また、新規事業の開拓に関
しましても、当社が優位性を有する、製粉、ミックス、パス

■ 持続的な成長の実現 ■

■ 持続的成長の実現に向けて ■

研究開発を促進し新製品・新技術開発を加速
グループ広告始め、広告宣伝を積極化しブランド強化

成長実現のため積極的に経営資源投入

現市場における成長
市場環境に対応した
戦略の実行により

出荷拡大・シェアアップを実現

事業ドメインの拡張
より大きな成長に向け
新規事業ドメインへの
事業拡張を加速

持続的成長を支えるための戦略投資

デフレ進行
低価格志向

人口減少
消費者ニーズの多様化

食の安心・安全
環境問題は社会テーマ

WTO、FTA

制度変更

当社グループを
取巻く環境

上記環境下、持続的成長実現には各種施策の
実行による事業基盤強化が必要

持続的成長を支えるため積極的に原資投入

平成22年度は将来の成長に向けた投資の年と位置付け

国内コアビジネス
において拡販推進 海外事業拡大 中食・惣菜事業

の拡大
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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おります。当期の年間配当につ
きましては、株主の皆様への一層の利益還元として、普

通配当を1株当たり2円増配し、20円とさせていただくと
ともに、本年が創業110周年に当たりますので、記念配
当として2円を加え、合計22円の年間配当を実施させて
いただきました。
　今後も当社は成長のために積極的に経営資源を投入
し、企業価値の拡大を図るとともに、株主の皆様への利
益還元も機動的に行ってまいります。

タ事業を中心にアライアンス等を含め、市場獲得に向け
てスピードアップさせてまいります。
　一方、研究開発に関しましては、当社グループは、ナ
ショナルブランドメーカーとして、新技術及び新製品の
開発は事業の存続・成長のために必須であると考えて
おり、グループ全体で推進しております。その一環とし
てグループ内で研究開発に関する役割を明確化しまし
た。当社は事業化視点に基づく基礎研究・新技術研究を
主に担当し、一方、事業会社は新製品開発等、より事業
に密着したテーマに注力する体制とすることで、新製品
のパイプラインの強化を図っております。平成21年度に
は、メッシュクロス事業においてウィルスを不活性化する
「Cufitec（キュフィテック）」技術を活用したマスクの発
売を始め、各事業で特長のある新製品を開発し市場投入
いたしました。また、平成22年度にも中食・惣菜事業にお

いて賞味期限の長期化を実現する新発想の惣菜「一汁多
菜」を発売するなど成果が出始めており、今後とも新規性
のある新製品を開発し、出荷拡大に繋げてまいります。ま
た、コスト競争力の強化に向け、ローコスト化の研究にも
注力しております。

株主の皆様への利益還元について

Q

A

製粉能力を2割増強するロジャーズ・フーズ（株）チリワック工場外観
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創業110周年を迎え、更なる成長・発展への取組み

プレミアムペットフードのラインアップ充実
　「ジェーピースタイル」は主原料国産にこだわり、国内工場
で生産しているプレミアムペットフードです。ドッグフードに
加え、新たにキャットフードを発売するなど、ラインアップの
拡充を図っております。

「LIFE20」プログラム推進
　当社グループ独自の取組みとして、安心・安全・健康に配慮した
フードを通じてペットの平均寿命を20才まで伸ばすという夢にチャ
レンジする、「LIFE20」プログラム
を推進しています。那須研究所で
積み重ねられた研究成果をベース
に、健康維持サポートの観点から獣
医師とも連携し取組みを行っており
ます。

「一汁多菜」（いちじゅうたさい）
　「一汁多菜」は冷やして食べる新感覚の惣菜です。制菌
技術の知見を活かし、保存料、着色料を使わずに仕上げた
天然一番だしを口どけの良いジュレ状（ゼリー状）にし、惣
菜を包んだ製品です。関東地方（1都7県）限定で平成22
年4月より量販店ルートで発売しました。

「マ・マー  冷製専用パスタ&パスタソース」
　冷製パスタをご自
宅で簡単にお作りい
ただけるよう、独自
技術の活用により冷
製専用パスタとパス
タソースを開発しま
した。

高性能マスク「Cufitec（キュフィテック）」
　新たに発見した抗ウィ
ルス材と独自の機能性
無機ナノ粒子固定化技術
「Nafitec®」を組み合わせ
新たな「Cufitec（キュフィ
テック）技術」を応用して高
性能マスクを発売しました。

　中国ベーカリー顧客
向け事業を展開してい
る東酵（上海）商貿有限
公司は、当社グループ
の独自技術やノウハウ
を背景として、お客様
のニーズを捉えたマー

ケティング施策を積極的に展開するため、プレゼ
ンテーションも可能なベーカリーラボラトリー施
設を平成21年9月より稼働しております。
　またタイでプレミックス事業を行っている、タ
イ日清テクノミック（株）とカナダで製粉事業を
行っているロジャーズ・フーズ（株）についても、
生産能力を増強し更なる拡販に努めます。

　創業110周年を迎えることを
記念して、（株）スタジオジブリ
に依頼し新しいグループ広告を
制作しました。将来に向けて、
お客様の「健康で豊かな生活の
実現」を目指して、常に進化し
続けるという企業イメージを訴
求しています。

　テレビCMは、日清製粉グループホームページ（http://
www.nisshin.com）からもご覧いただけます。

当社グループでは多様化するニーズにおこたえし、お客様
から支持を得られる製品を研究・開発し、ご提供させていた
だいております。その一部をご紹介させていただきます。

定番となっている既存
製品についても、新た
な価値を付与し、出荷
拡大を図ります。

創業110周年
新グループ広告に
よるブランド強化

海外事業拡大に
よる当社グループ
の成長牽引

特長ある
新製品の提案に
よる出荷拡大

販売基盤を支える
既存製品の進化

新たなパン食機会の提案による需要拡大
　業務用小麦粉の「リス
ドオル」は平成21年に発
売40周年を迎えました。
記念講習会やレシピコン
クール等を展開すると共
に「フルタイム、パンタイ
ム！」というスローガンを掲
げ、食スタイルの提案も
含めて展開しています｡

日経MJ  2009年ヒット商品番付
「粉もん」ランクイン
　2009年ヒット商品番付に「粉もん」がランク
インし、その中で「日清  お好み焼粉」が取りあ
げられました。景気が低迷する厳しい市場環境
下、食卓に笑顔を提供する生活応援をテーマ
にして、製品設計の見直しや、大容量タイプの
パッケージをチャック付きとし利便性を高める
など全面リニューアルし、ラインアップを充実
しました。

新グループ広告発表会

ベーカリー
ラボラトリー風景

© 2010 Studio Ghibli

テレビCM

東酵（上海）商貿有限公司が
入居しているビル

当社グループは、平成22年に
おかげ様で創業110周年を迎
えます。これからもグループ
を挙げて事業拡大を推進する
とともに、積極的に経営資源
を投入し、より大きな成長を
実現してまいります。

日清フーズ（株）

イニシオフーズ（株）

日清ペットフード（株）

日清ペットフード（株）

（株）NBCメッシュテック

日清フーズ（株）

日清製粉（株）
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トピックス

「青の洞窟」15周年プロモーション

「FOOD ACTION NIPPON アワード2009」受賞

　日清フーズ（株）は、本格イタリアンを家庭で手軽に楽し
める「青の洞窟」ブランドが、平成22年に発売15周年を迎え
全面リニューアルしたことを機に、新たなコミュニケーショ
ン戦略を展開しました。
　TOHOシネマズ六本木ヒルズとタイアップして、平成22

年3月19日～31日まで、映画館のメインロビーを青の照明
でライトアップするなど、ブランドコンセプトに合った印象的
かつ幻想的な空間を演出しました。
　同時に、東京メトロ六本木駅で「青の洞窟」の交通広告を
実施、また六本木ヒルズの玄関口にあたるメトロハットの壁
面を“青”で覆い、六本木ヒルズ周辺を“青”に染める“六本木
ＢＬＵＥジャック”を行い、「青の洞窟」の世界観とブランドイ
メージを訴求しました。

　農林水産省が平成20年度より「食料自給率向上に向けた国
民運動推進事業」を立ち上げ、食料自給率向上に寄与する事業
者・団体等の取組みを表彰する「FOOD ACTION NIPPON ア
ワード2009」の表彰式が平成22年1月15日、東京・品川にて行
われました。4部門（プロダクト部門/製造・流通・システム部門/コ
ミュニケーション・啓発部門/研究開発・新技術部門）で、1,204

件もの応募があり、日清製粉（株）は、プロダクト部門優秀賞を全
粒粉「スーパーファイン・ソフト」で受賞しました。国内産小麦を
100%使用し、新たな製粉技術を活用した全粒粉「スーパーファ
イン・ソフト」の技術開発と販売による食料自給率向上への寄与
が受賞の理由です。

六本木駅ホーム階段壁面広告

六本木メトロハットの壁面広告

スーパーファイン・ソフト 大袋

プロダクト部門優秀賞賞状
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トピックス

「国際二次電池展～バッテリージャパン～」に初出展

CR（Consumer Relations）室　新設

　日清エンジニアリング（株）は、平成22年3月3日～5日の3日間、東京・有明ビッグサイトで二
次電池専門展として初開催された「国際二次電池展～バッテリージャパン～」に出展しました。
燃料電池や太陽電池など新エネルギーの普及に不可欠
な専門展として、国内外230社以上が出展した世界最大
規模の展示会です。
　ブースでは、電池材料（正極材、負極材）に関わるナノ
テクを含む粉体受託加工をはじめ、粉粒体機器販売、プ
ラントエンジニアリングまで、お客様のニーズに応じた
活動を紹介するほか、短時間・高効率・均質焼成を実現し
た正極材焼成システム、セラミックス仕様気流式粉砕機
「スーパージェットミル」を展示しました。

　（株）日清製粉グループ本社は、消費者の皆様の意識や、社会の潮流などを的確に見極め、当社グループとしての対応を充
実させるため、平成21年10月に経営層が直轄するCR室を設置しました。CR室は、グループ各社と連携し、消費者の皆様の声
やニーズ、消費者行政関連の情報を積極的に収集し、当社グループとして備えるべき事項や対策を適時、適切に指示する役割
を担っております。
　また、当社グループは各事業会社がさまざまな製品を製造・販
売しており、関係する省庁、団体が多岐に亘っているため、CR室
が横断的な情報を共有化し、グループとして対応の一元化を図
ることができるよう、グループ本社各部室及び各事業会社にも
経営層が直轄するCR担当をあわせて設置しております。

CR室発足式風景

ブース内の展示
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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22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22年3月31日現在）
■ 製粉事業 1,258名
■ 食品事業 3,042名
■ その他事業等 721名 
■ グループ本社 262名
合計 5,283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）

◆  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

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

◆ 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

食品事業

その他事業

加工食品事業 酵母・バイオ事業 健康食品事業

◆ 日清フーズ株式会社 ◆ オリエンタル酵母工業株式会社 ◆ 日清ファルマ株式会社

◆ 日清製粉株式会社

ペットフード事業

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

◆ 日清ペットフード株式会社

◆ 日清エンジニアリング株式会社

◆ 株式会社NBCメッシュテック ◆ 日清丸紅飼料株式会社

◆ 連結子会社
◆ 持分法適用会社
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　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、お客様との関係強化を推進し、パンや麺の新た
なメニューや食シーンの提案など、需要創造に積極的に取り
組み、市場開拓に努めた結果、業務用小麦粉の出荷は前年を
上回りました。また、輸入小麦の政府売渡価格が昨年4月に平
均で14.8%、10月にも同23%引き下げられたことを受け、そ
れぞれ昨年5月と11月に業務用小麦粉の価格改定を実施いた
しました。
　生産・物流面では、一昨年9月に東灘工場新ラインが本格稼

〈当期の概況〉

40.4%

製粉事業売上高

製粉事業

営業の概況

179,413百万円

働し神戸工場を閉鎖・統合したこと
を始め、生産性向上・物流改善等の
コスト削減の取組みを推進すると同時に、引き続き安心・安
全対策を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。

〈次期の見通し〉
　製粉事業につきましては、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に注力し需要創造を図る
とともに、お客様との関係強化を推進し、更なるシェアアッ
プに取り組みます。また、本年11月には北見工場の閉鎖を
予定する等、引き続き生産性向上と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
についても強化してまいります。
　原料小麦につきましては、本年4月に輸入小麦の政府売
渡価格が5銘柄平均で5%引き下げられたことを受け、業務
用小麦粉の価格改定を本年5月に実施いたしました。
　副製品であるふすまにつきましては、穀物相場等の影響
により、価格は低調に推移する見通しです。
　海外事業につきましては、カナダのロジャーズ・フーズ㈱
で本年秋に稼働予定でチリワック工場の生産能力増強工事
を実施するなど、引き続き北米及びタイでの事業拡大に努
めるとともに、新規事業開拓にも取り組んでまいります。

日清製粉（株）
「FOODEX JAPAN 2010」

に出展

日清製粉（株）
「’09麺産業展」に出展
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営業の概況

　加工食品事業につきましては、個人消費が低迷する厳しい
環境下、消費者の皆様の家庭内調理志向の拡大と多様化する
ニーズにこたえた家庭用新製品を、昨年8月に19品目、本年2

月に26品目発売いたしました。また広告宣伝活動等の積極的
な販促施策を実施した結果、家庭用の小麦粉やプレミックス
製品の出荷は堅調に推移しましたが、輸入小麦の政府売渡価
格が引き下げられたことに伴い、価格改定を実施したこと等に
より、売上は前年を下回りました。中食・惣菜事業については、
収益改善施策に着実に取り組みました。海外事業においては、
新規顧客の獲得に向けた積極的な商品提案などにより出荷は
前年を上回りました。

〈当期の概況〉 50.4%

食品事業売上高

223,698百万円

　酵母・バイオ事業の酵母事業で
は、イースト、パン品質改良剤、フラ
ワーペースト等が好調で売上げは
前年を上回りました。バイオ事業は診断薬原料、受託飼料等
が好調であったものの、養魚飼料事業譲渡による売上げ減少
や培地・血清等が低調で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、通信販売を中心に消費者
向け製品の拡販に注力したものの、市場環境は引き続き厳し
く、売上げは前年を下回りました。

〈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と広告宣伝活動
を展開し需要喚起を図るとともに、生産・購買・物流のあら
ゆる場面におけるコスト削減施策に取り組みます。中食・惣
菜事業につきましては、本年4月にこれまで培ってきた制菌
技術の知見を活かして、新感覚の惣菜「一汁多菜」を発売す
るなど、お客様のニーズに合った新メニュー開発、提案等を
行い、量販店との取組みを強化し、売上げ拡大を図るととも
に、引き続きコスト削減施策に取り組みます。海外展開につ
きましては、中国及び東南アジア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拡大のスピードアップを
図ってまいります。
　酵母・バイオ事業につきましては、酵母事業は、引き続き
提案型営業を推進し、高付加価値製品の開発強化に努める
とともに、製パン関連以外の新規市場の開拓を進めます。

食品事業

バイオ事業は、「創薬支援事業」と位置付け、一貫した研究・
開発支援サービスを積極的に展開していくとともに、診断
薬原料を中心とした新製品の上市や、アレルゲン検査・残留
農薬等の食品分析事業の拡大を目指します。
　健康食品事業につきましては、生産性の向上、販売体制
の再構築を図るとともに、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、消費者向け製品は通信販売を中心に拡販を推進い
たします。

日清フーズ（株）
日清お好み焼粉で「第28回食品ヒット大
賞」の「ロングセラー賞」を受賞

日清ファルマ（株） 
「食品開発展2009」に出展
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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を拡充するなど
積極的な拡販施策に加え、犬用・猫用ドライ製品が堅調で売
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、関連業界の設備投
資環境は引き続き厳しかったものの、主力のプラントエンジニ
アリングでの大型工事により売上げは前年を上回りました。

〈当期の概況〉

9.2
%その他事業売上高

40,616百万円

　メッシュクロス事業につきまして
は、昨年11月に新規抗ウィルス技術
「Cufitec（キュフィテック）」を使用した高性能マスクを発売
する等新規需要開拓に努めましたが、プリント基板業界や自
動車部品業界などで需要が低迷し、主力のスクリーン印刷用
メッシュクロス、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。

〈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
位性を活かした安心・安全・健康にこだわったプレミアムフー
ド事業の拡大と、ペットの長生きをサポートする「LIFE20」プ
ログラムに基づく取組みを推進するとともに、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、関連業界の設備投
資環境を見極め、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での受注拡大や、
受託加工・機器販売の売上げ拡大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、引き続きコスト削減
施策を推進し、企業体質を強化するとともに、抗ウィルス技術
「Cufitec（キュフィテック）」などの独自技術開発による新製
品の市場投入を推進してまいります。

日清ペットフード（株）
プランタン銀座での懐石zeppinサンプリング風景

日清エンジニアリング（株）
「粉体工業展大阪2009」に出展
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新製品のご紹介

　独自開発の小麦粉を使用し、野菜のうまみを逃がさずおいしく揚げるこ
とができる野菜が主役になる天ぷら粉です。カラッとサクサク仕上がり、衣
が具材にしっかりつき、油の切れがよく、冷めても再加熱してもサクサクし
た食感が持続します。また、難しいと思われているかき揚げも失敗無く調理
することができます。
（平成22年2月22日発売）

日清  野菜のうまみを逃がさない天ぷら粉  活菜上手
（日清フーズ（株）：天ぷら粉）

日清  揚
あ

げなくていい から揚げ粉  ザ・ノンフライ
（日清フーズ（株）：から揚げ粉）

「青の洞窟」シリーズ
（日清フーズ（株）：パスタソース&イタリアン調味料）

マ・マーFROZEN FOODスパゲティ
「ファインセレクション」シリーズ
（日清フーズ（株）：家庭用冷凍パスタ）

「アンセリンB」
（日清ファルマ（株）：栄養補助食品）

「ジェーピースタイル［セミモイストタイプ］」（一般量販店用）
（日清ペットフード（株）：犬用フード）

　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サプリ
メント「アンセリンB」を発売しました。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”をプラスした、エネルギッシュで楽
しい食生活をサポートする、旅先や食べ歩きにも携帯できて便利な、飲みやすいタブレットタ
イプのサプリメントです。
　「アンセリンB」の原料である“アンセリン”はカツオや
マグロなどの魚類や動物の筋肉中に含まれている2種
類のアミノ酸（β-アラニンおよびメチルヒスチジン）が
結合した物質です。
（平成21年9月1日発売）

　消費者の皆様のニーズに対応し、揚げないタイプのから揚げ粉を新発売しました。揚げ油を
準備しなくても、鶏肉にまぶしてフライパンで焼くだけで、簡単にカリッとジューシーなから揚げ
を作ることができます。揚げないので、大量の油の準備が必要なく、調
理後の油処理の手間を省くことができ、油の摂取量を控えることができ
ます。独自開発の顆粒小麦粉を使用しているので素材に均一につき表
面に膜を作ることで、お肉のうまみを閉じ込め、鶏肉がやわらかくジュー
シーに仕上がり、冷めてもおいしくお弁当にもぴったりです。
（平成22年2月22日発売）

　「ジェーピースタイル」は、“健康”“安心・安全”“おいしさ”に徹底的にこだわったプレミアムペッ
トフードのブランドです。主原料の鶏ささみ、鶏肉、小麦粉、脱脂大豆にいずれも国産素材を
使用し、国内工場で製造しています。セミモイストタイプならではのジューシーな食感のドッグ
フードです。
　レトルト殺菌により、保存料を使用せずに未開封で製造日より1
年間、品質を保持。さらに、使い切りサイズの100g分包にし、いつ
でも開けたての風味が楽しめます。また、からだ全体の “トータルボ
ディーケア”と年代別の健康維持に配慮した “ライフステージケア”

をバランスよく組み合わせた製品となっています。
（平成22年3月1日発売）

　長年親しまれ今年15周年を迎えた「青の洞窟」ブランドを“欲深い大人の濃厚イタリアン”を
テーマに全面リニューアルし、シリーズで12品を発売しました。サイドメニューやおつまみにも
使える「アンティパスト」では、簡単に本格的なサイドメニューを作ることができる「魚介のカル
パッチョ用ソース」、「バーニャカウダ」の2品を、パスタ中心の「プリモピアット」では、4種のチー
ズに生クリームを加え濃厚なコクのある「クアトロフォルマッジ」、豚ひき肉とアンチョビのうま
みに3種のハーブで香りづけした「豚ひき肉と3種のハーブ　アンチョビ仕立て」の2つのパスタ
ソースを新発売しました。
　メインディッシュになる「セコンドピアット」では、肉や魚介を用意して
煮込むだけの簡単調理で本格的な味が完成する「カチャトーラ用ソー
ス」、「アクアパッツァ用ソース」の2品を新発売しました。
　普段とは違う特別なひとときのメニューとして、手軽に楽しめる本格
的なイタリアンの商品展開を行い、家庭内でのイタリアンメニューの認
知促進を図ってまいります。
（平成22年2月22日発売）

　「マ･マー　ファインセレクション」シリーズに、「石垣島の塩を使った炙り海老といかの海鮮
うまみ仕立て」が加わりました。こだわりの自然のうまみがぎゅっと詰まったまろやかな石垣島
の塩を使用し、大振りの海老をあぶり焼きにして香ばしさとうまみを引き出し、いかを加え、風
味豊かな魚介のうまみで仕上げた海鮮塩味のスパゲティで
す。産地や生産者を厳選した素材、原材料にこだわったラ
インアップに1品を加え、既存の6品はロゴとパッケージを
一新し、高級感を出しています。
（平成22年2月22日発売）
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平成18年3月
第162期

平成19年3月
第163期

平成20年3月
第164期

平成21年3月
第165期

平成22年3月
第166期 対前年 増減率

経営成績
売上高（百万円） 421,359 418,190 431,858 466,671 443,728 △ 22,942 △4.9%
営業利益（百万円） 22,169 19,184 19,191 21,755 26,576 ＋ 4,820 ＋ 22.2%
経常利益（百万円） 24,774 22,815 22,180 24,618 29,327 ＋ 4,708 ＋ 19.1%
当期純利益（百万円） 13,541 12,303 11,147 13,852 16,839 ＋ 2,987 ＋ 21.6%
利益率
売上高営業利益率 5.3% 4.6% 4.4% 4.7% 6.0% ＋ 1.3%
売上高経常利益率 5.9% 5.5% 5.1% 5.3% 6.6% ＋ 1.3%
売上高当期純利益率 3.2% 2.9% 2.6% 3.0% 3.8% ＋ 0.8%
自己資本当期純利益率（ROE） 5.4% 4.6% 4.2% 5.4% 6.4% ＋ 1.0%
財務状況
総資産（百万円） 399,899 408,437 381,795 370,879  396,317 ＋ 25,437 ＋ 6.9%
純資産（百万円） 264,535 300,306 289,839  286,094  303,226 ＋ 17,132 ＋ 6.0%
自己資本（百万円） 264,535 270,974 259,177 257,041 272,755 ＋ 15,714 ＋ 6.1%
自己資本比率 66.2% 66.3% 67.9% 69.3% 68.8% △ 0.5%

1株当たり指標
当期純利益（円） 52.80 48.66 44.30 55.75  67.77 ＋ 12.02
純資産（円） 1,046.00 1,069.71 1,043.53 1,034.49 1,097.72 ＋ 63.23
配当金（円） 18 18 18 18 22 ＋ 4

（注）  1.  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。

 2.   記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結財務ハイライト（平成18年3月期～平成22年3月期）

連結財務ハイライト

平成23年3月期連結業績見通し
平成22年3月期実績 平成23年3月期見通し 前年差 前年比

売上高（百万円） 443,728 429,000 △ 14,728 △ 3.3%

営業利益（百万円） 26,576 23,900 △ 2,676 △ 10.1%

経常利益（百万円） 29,327 26,400 △ 2,927 △ 10.0%

当期純利益（百万円） 16,839 14,900 △ 1,939 △ 11.5%

（注）  1.  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。
 2.    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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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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（注）  1.  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。
 2. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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科　　　目
前連結会計年度
（20年4月1日～

21年3月31日）

当連結会計年度
（21年4月1日～

22年3月31日）

比　較
（△は減）

売上高 466,671 443,728 △ 22,942
売上原価 334,992 306,675 △ 28,316
　売上総利益 131,679 137,053 5,373
販売費及び一般管理費 109,924 110,476 552
　営業利益 21,755 26,576 4,820
営業外収益 3,203 3,078 △ 124
営業外費用 340 327 △ 12
　経常利益 24,618 29,327 4,708
特別利益 2,538 1,479 △ 1,058
特別損失 2,560 1,502 △ 1,058
　税金等調整前当期純利益 24,596 29,304 4,707
　法人税、住民税及び事業税 8,343 11,786 3,443
　法人税等調整額 1,441 △ 798 △ 2,240
　少数株主利益 959 1,476 516
　当期純利益 13,852 16,839 2,987

（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。

連結貸借対照表
（平成22年3月31日現在） 単位：百万円 単位：百万円

科　　　目 前連結会計年度
（21年3月31日）

当連結会計年度
（22年3月31日）

比　較
（△は減）

 （資産の部）
流動資産 175,112 196,606 21,493
固定資産 195,767 199,710 3,943
資産合計 370,879 396,317 25,437
 （負債の部）
流動負債 56,381 62,137 5,755
固定負債 28,403 30,953 2,549
負債合計 84,785 93,090 8,304
 （純資産の部）
株主資本 241,930 254,040 12,110
　資本金 17,117 17,117 —
　資本剰余金 9,446 9,448 2
　利益剰余金 218,543 230,661 12,117
　自己株式 △ 3,177 △ 3,187 △ 9
評価･換算差額等 15,111 18,715 3,603
　その他有価証券評価差額金 17,220 20,303 3,082
　繰延ヘッジ損益 43 105 61
　為替換算調整勘定 △ 2,153 △ 1,693 459
新株予約権 38 83 44
少数株主持分 29,014 30,388 1,374
純資産合計 286,094 303,226 17,132
負債純資産合計 370,879 396,317 25,437
（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。

連結損益計算書
（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）

単位：百万円

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22年3月31日まで）

売上高

消費者の皆様の家庭内調理志向の拡大や多様化するニーズに応えた
新製品を開発・販売し、広告宣伝活動を積極的に推進するなど、各事業
におきまして、売上拡大施策を実行しましたが、輸入小麦の政府売渡価
格が引き下げられたことを受け、製品の価格改定を実施したこと等によ
り、売上高は前年を下回りました。

営業利益
食品事業の家庭用小麦粉・プレミックス等の主要製品及び海外事業等
における出荷が好調であったこと、並びに製粉東灘・神戸工場統合を始
めとした生産性向上施策の効果、各事業における固定費削減や購買・
物流改善等のコストダウンにより、営業利益は前年を上回りました。

連結決算の状況

連結株主資本変動内訳 
（平成21年4月1日から平成22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21年3月31日残高 17,117 9,446 218,543 △ 3,177 241,930
連結会計年度中の変動額
　剰余金の配当 △ 4,722 △ 4,722
　当期純利益 16,839 16,839
　自己株式の取得 △ 106 △ 106
　自己株式の処分 2 97 99
連結会計年度中の変動額合計 — 2 12,117 △ 9 12,110
平成22年3月31日残高 17,117 9,448 230,661 △ 3,187 254,040

（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。

貸借対照表
（平成22年3月31日現在） 単位：百万円 単位：百万円

損益計算書
（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）

単独決算の状況

科　　　目
前連結会計年度
（20年4月1日～

21年3月31日）

当連結会計年度
（21年4月1日～

22年3月31日）

比　較
（△は減）

営業活動によるキャッシュ・フロー 20,072 47,484 27,411
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 10,235 △ 52,393 △ 42,157
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 6,675 △ 5,684 990
現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 1,738 229 1,967
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,422 △ 10,364 △ 11,787
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減額 66 — △ 66
現金及び現金同等物の期末残高 40,339 29,975 △ 10,364
（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。

科　　　目 前事業年度
（21年3月31日）

当事業年度
（22年3月31日）

比　較
（△は減）

 （資産の部）
流動資産 40,144 66,573 26,429
固定資産 177,131 166,018 △ 11,112
資産合計 217,275 232,592 15,317
 （負債の部）
流動負債 3,198 6,238 3,040
固定負債 10,092 11,790 1,697
負債合計 13,291 18,029 4,738
 （純資産の部）
株主資本 190,241 198,616 8,374
　資本金 17,117 17,117 —
　資本剰余金 9,500 9,502 2
　利益剰余金 166,793 175,175 8,381
　自己株式 △ 3,170 △ 3,179 △ 9
評価･換算差額等 13,704 15,863 2,159
　その他有価証券評価差額金 13,704 15,863 2,159
新株予約権 38 83 44
純資産合計 203,983 214,563 10,579
負債純資産合計 217,275 232,592 15,317

（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。

科　　　目
前事業年度
（20年4月1日～

21年3月31日）

当事業年度
（21年4月1日～

22年3月31日）

比　較
（△は減）

営業収益 19,006 24,437 5,431
営業費用 12,094 13,720 1,626
　営業利益 6,912 10,716 3,804
営業外収益 1,763 1,338 △ 424
営業外費用 227 26 △ 200
　経常利益 8,447 12,028 3,580
特別利益 1,992 1,160 △ 831
特別損失 915 59 △ 855
　税引前当期純利益 9,524 13,129 3,604
　法人税、住民税及び事業税 18 17 △ 1
　法人税等調整額 590 7 △ 583
　当期純利益 8,916 13,104 4,188

（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
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株式の状況（平成22年3月31日現在）
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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
　14,334名（前期末比356名減）

■大株主（上位10名）

株主名 持株数（千株） 持株比率（%）
日本生命保険相互会社 16,022 6.4
山崎製パン株式会社 14,040 5.6
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口） 11,159 4.4

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（信託口） 10,447 4.2

株式会社みずほコーポレート銀行 9,943 4.0
三菱商事株式会社 6,982 2.8
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 1.8
※持株比率は、自己株式（2,992,956株）を控除して計算しております。
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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 

■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22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）
●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。

●「配当金計算書」について
配当金支払いの際お送りする「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」
を兼ねておりますので、確定申告される際に添付資料としてご使用いただくことができます。な
お、配当金領収証にて配当金をお受取りの株主様につきましても、本年より配当金支払いの都度
「配当金計算書」を同封させていただいております。
確定申告される株主様は、大切に保管下さいますようお願いいたします。

■役員等（平成22年6月25日現在）

名誉会長相談役 正　田　　　修
代表取締役
取締役社長 村　上　一　平

代表取締役
取締役副社長 宮　内　泰　高

専務取締役 佐々木　明　久
常務取締役 南　里　幹　久
常務取締役 池　田　和　穗
取締役 丸　尾　俊　雄
取締役 深　田　晶　也
取締役 原　田　　　隆
取締役 白　神　俊　典
取締役 大　枝　宏　之
取締役 奥　村　有　敬
取締役 三　村　明　夫

常任監査役（常勤） 伊　藤　健　夫
監査役（常勤） 渡　邉　　　誠
監査役 河　和　哲　雄
監査役 伏　屋　和　彦
監査役 伊　東　　　敏
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