
健康と信頼をお届けする

第167期 中間ご報告

株主のみなさまへ
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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、昨年4月にスタートしました経営計画「日清
製粉グループ行動計画 GO， 2010」の目標達成に向けた取組
みを各事業において着実に進めております。
　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、連結子会社であるオリエンタル酵母工業
（株）及び（株）NBCメッシュテックにつきまして、当社グループ
全体として効率的かつ最適なグループ経営を実践し、長期的
な企業価値の更なる向上を図るため、両社を当社の100%子
会社とする手続きを進めております。
　海外事業に関しましては、成長著しいアジアにおけるベーカ
リー顧客向け事業において、更なる拡大を図るべく、本年6月
にはフランス共和国のユーロジャーム社に一部出資するとと
もに同社と業務提携し、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。
　また、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167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、中国を中心とするアジア経済に支
えられ世界の景気も緩やかな回復傾向にあるものの、我が国
経済は円高やデフレの影響に加え、厳しい雇用情勢などから引
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、消費者
の皆様の多様化するニーズにお応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
価格が本年4月に平均で5%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2,091億61百万円（前年同期比92.2%）とな
りましたが、利益面では、製粉事業及び酵母・バイオ事業を始
めとした食品事業における出荷増加や、メッシュクロス事業に
おける収益回復等により、営業利益は123億84百万円（前年
同期比101.7%）、経常利益は136億91百万円（前年同期比
100.2%）となりました。四半期純利益は、特別利益に公開買
付けに伴う負ののれん発生益等を計上しましたが、特別損失に
減損損失等を計上したことから、69億33百万円（前年同期比
82.8%）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%以上を基準としております。当中間配当につきましては、
1株当たり10円とさせていただきました。また、年間配当につ
きましては、1株当たり20円とさせていただく予定です。
　今後の見通しにつきましても、国際穀物相場の動向、為替の
変動、デフレや個人消費の動向など、企業を取り巻く環境は引
き続き不透明となっております。
　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
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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22年9月30日現在）
■ 製粉事業 1,285名
■ 食品事業 3,167名
■ その他事業等 761名 
■ グループ本社 274名
合計 5,487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

加工食品事業

◆ 日清フーズ株式会社

◆ 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）

酵母・バイオ事業

◆ オリエンタル酵母工業株式会社

◆ 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

ペットフード事業

◆ 日清ペットフード株式会社

エンジニアリング事業

◆ 日清エンジニアリング株式会社

メッシュクロス事業

◆ 株式会社NBCメッシュテック

◆ 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）

◆ 日清製粉株式会社
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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9月30日現在）

健康食品事業

◆ 日清ファルマ株式会社

配合飼料事業

◆ 日清丸紅飼料株式会社

その他

◆ 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

◆ 連結子会社　◆ 持分法適用会社

　当社はオリエンタル酵母工業（株）（以下、オリエンタル酵母）の42.35%と（株）NBC
メッシュテック（以下、ＮＢＣ）の47.07%の株式を保有し、連結子会社としておりましたが、
このたび、両社を100%子会社化いたします。

（1） 目的
　事業環境の厳しさが増す中、当社グループが持続的に発展するには、グループ資源を効果的に
活用し、各事業における強みを更に高めるとともに、グループ各社がグループ内外の企業との連携
を強化することが必要です。そのため、当社グループの重要企業であるオリエンタル酵母、NBCに
関しても、長期的な成長を支える収益基盤を確保するために、上場企業として短期的な業績変動
に過度にとらわれることなく、また、大株主である当社と一般株主との潜在的な利益相反を排除し
た経営を実践することが必須であると考え、両社の100%子会社化を実施しております。

（2） 手法及びスケジュール
• 公開買付け
 実施期間：2010年7月30日～9月13日（両社共通）
 買付株数：オリエンタル酵母 17,360,317株、NBC 3,712,614株
 1株当たり買付価格※：オリエンタル酵母 800円、NBC 1,395円

 ※  買付価格は、独立した第三者算定機関による市場株価法・類似上場会社比較法・DCF法の算定手法を
用いた分析を踏まえ、過去の株価水準や他の類似案件におけるプレミアム水準等を総合的に勘案し、
決定いたしました。

• 種類株式を活用した株式取得
  公開買付けにより取得できなかった普通株式に関しては、会社法に規定される全部取得条
項付種類株式を利用したスキームにより、当社が発行済株式の全てを取得し、両社は2010
年12月中旬に上場廃止となる予定です。

（3） 資金
　株式取得は全額手元資金で対応します。
　株式取得金額（予定）  • オリエンタル酵母：149億円
   • NBC：64億円

（4） 100%子会社化の効果
　100%子会社化後、両社の少数株主損益が当社の連結純利益に振り替わります。また、当社が
両社に対し最大限の支援を実行することにより、両社の事業拡大が推進されるとともに、グルー
プ内の各企業との連携により、より一層の相乗効果を実現してまいります。

オリエンタル酵母工業（株）と
（株）NBCメッシュテックを100%子会社化
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当社グループの成長を牽引する海外事業拡大戦略

タイ日清テクノミック（株）業務用プレミックスの生産能力
25%増強とR&Dセンターの拡張・機能強化

新製造棟及び原料倉庫

工場入り口

　タイ日清テクノミック（株）は1991年の設立以降、高品質の業
務用プレミックスの製造・販売を行っており、タイ国内外のお客
様から高い評価をいただいております。順調な業容の拡大に対
応するため、生産能力の25%増強工事を実施しておりましたが、
2010年7月に新ラインが本格稼働しました。
　また、お客様への最適な提案を行うため、2008年1月にバンコ
ク市内にR&Dセンターを開設いたしましたが、今後の継続的な
事業の伸張には更なる商品開発・提案機能の強化が不可欠と判

断し、2010年9月にR&Dセンターの拡張・機能強化を図りました。
　タイ国を始めASEAN各国は、経済発展に伴い今後も付加価
値の高いプレミックスの需要が増加するものと見込まれており
ます。また、引き続き日本向け冷凍食品等加工食品の供給基地
としての機能が期待されます。当社グループは供給体制及び販
売力を強化し、同時に製品の安心・安全対策について一層の強
化を図り、海外事業戦略を展開してまいります。
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当社グループの成長を牽引する海外事業拡大戦略

タイ日清テクノミック（株） R&Dセンター（バンコク）

タイ日清テクノミック（株）製造
の業務用プレミックス

交通の便が良いバンコクの中心地にあるR&Dセンター
（中央にあるビルの18階を使用）

タイ日清テクノミック（株）
（所在地）  タイ国、サムットプラカーン県、バンプー工業団地
（生産能力）  年産12,500トン（1シフト、新製造棟含む）

（資本金） 3,000万バーツ
（社長） 片岡  弘年
（従業員） 約200名
（事業内容） 業務用プレミックスの製造販売

（ブレダー・バッターミックス、ベーカリーミックス、ドーナツミックス、
ケーキミックス他）

タイ日清テクノミック（株）
R&Dセンター

タイ日清テクノミック（株）
本社（工場）
タイ日清製粉（株）

日清STC製粉（株）

タイのお客様へプレゼンテーション
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営業の概況

　製粉事業につきましては、お客様への提案活動の強化に継
続的に取り組むとともに、小麦粉市場拡大に向けた需要創造
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本年4月に5銘柄平均で5%

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
改定を実施いたしました。
　生産・物流面では、東灘工場の増設と神戸工場の統合を始

〈当第2四半期（累計）の概況〉

製粉事業

〈通期の見通し〉
　製粉事業につきましては、引き続き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を推進し需要創
造を図るとともに、お客様との関係強化を推進し、更なる出
荷拡大に取り組みます。また、本年11月には北見工場を閉
鎖するなど、引き続き生産性向上等のコスト削減施策を実
施し、収益の確保を目指してまいります。
　本年10月より輸入小麦の売渡について、政府が一定期間
保有する備蓄方式を変更し、輸入された小麦を直ちに販売
する即時販売方式が導入されました。本制度の導入により、
従来政府が行っていた小麦備蓄は民間に移管されましたが、
備蓄に伴う保管料は引き続き政府負担となるため、業績に
与える影響はありません。また、輸入小麦の政府売渡価格
が本年10月1日より5銘柄平均で1%引き上げられたことを
受け、来年1月に業務用小麦粉の価格改定を行います。
　海外事業につきましては、本年10月カナダにおいて、生
産能力増強工事が完了し本格稼働するなど、引き続き更な
る拡販に努めてまいります。

日清製粉（株）
グループホームページに「パン食系女子のカレンダー」Webサイトをオープン
http://www.panjyoshi.jp/

日清製粉（株）
「’10麺産業展」に出展

めとする各工場における生産性向上や固定費削減等のコスト
削減に努めるとともに、引き続き安心・安全対策に取り組んで
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、積極的な拡販に努めたことによ
り、出荷は前年を上回りました。

010_0578501602212.indd   7 2010/11/16   10:46:28



8

営業の概況

　加工食品事業につきましては、長引く景気の低迷と先行きの不安から、
消費者の皆様の購買意欲が低下する厳しい市場環境が継続しているもの
の、多様化するニーズにお応えした新製品として、本年8月に家庭用常温
製品で新製品9品目・リニューアル品16品目、家庭用冷凍食品では新製品
9品目・リニューアル品12品目を発売するなど、積極的な拡販に努めまし
た。しかし、本年4月に輸入小麦の政府売渡価格が引き下げられたことを
受け、本年6月に小麦粉関連製品の価格改定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・惣菜事業については、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た新製品「一汁多菜」を発売するな
ど売上げ拡大に取り組みました。業績は着実に改善しておりますが、中食・
惣菜事業がおかれている状況から、現在のビジネスモデルにおいて大幅

〈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、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を展開し需要喚起を図ると
ともに、引き続き生産・購買・物流等の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、少子高齢化、女性の社会進出等の流れ
から、潜在需要は大きいと認識しており、引き続きお客様のニーズに応
えた新メニュー開発、提案等を行い、量販店との取組みを強化し、売上
げ拡大を図ります。海外事業につきましては、引き続き、成長を続ける中
国・東南アジア市場を中心に、プレミックス事業における新規顧客の獲得
に向けた積極的な商品提案を行うなど、事業拡大に注力してまいります。
　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、海外市場でも積極的な拡販に努めます。
バイオ事業は、「研究・創薬支援事業」として、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

食品事業

目指します。
　健康食品事業につきましては、生産性の向上、販売体制の強化を図る
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、通信販売を中心とした消費者向け製
品の拡販に努めてまいります。

かつ急速な収益向上は難しいと判断し、減損処理を実施しました。海外事
業については、タイのプレミックス事業において本年7月に能力増強工事
が完了し、また本年9月にはR&Dセンターの拡張を実施したことで、供給
体制、製品開発力、提案力を強化しました。引き続き、成長を続ける中国・
東南アジア市場を中心に、拡販に注力してまいります。
　酵母・バイオ事業の酵母事業は、イースト、パン品質改良剤、総菜等の
出荷が好調であり、売上げは前年を上回りました。バイオ事業は診断薬原
料、抗体やタンパク質の受託生産、培養用基材等が好調でしたが、昨年度
の養魚飼料事業譲渡の影響により、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、本年7月に通信販売向け新製品「プロ
ティエ」を発売するなど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。
　また、本年6月にはフランス共和国のユーロジャーム社と、成長著しい
アジアにおけるベーカリー顧客向け事業において、更なる拡大を図るべ
く、同社に一部出資するとともに、業務提携いたしました。

東酵（上海）商貿有限公司と
新日清製粉食品（青島）有限公司が
共同で「Bakery China 2010」に出展

日清フーズ（株）
「日清 お好み焼粉」プロモーションCM
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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、プレミアムペットフード
「ジェーピースタイル」は堅調に推移したものの、引き続き
市場環境は厳しく、猫用製品が低調で売上げは前年を下回り
ました。
　エンジニアリング事業につきましては、受託加工や機器販
売は堅調に推移したものの、主力のプラントエンジニアリン
グにおいて前年の大口工事完工の反動等の影響で売上げは
前年を下回りました。
　メッシュクロス事業につきましては、自動車部品業界などの
得意先関連業界で全般的な需要の持ち直しにより、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
で売上げは前年を上回りました。

〈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「LIFE 

20」プログラムに基づく取組みを引き続き推進するととも
に、積極的な営業活動の展開を図ります。
　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
厳しい設備投資環境下、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、受託加工や機器販売の売上げ拡大に努めてまい
ります。
　メッシュクロス事業につきましては、得意先関連業界での
先行きは依然として不透明でありますが、引き続きコスト削
減施策等による企業体質の強化に努めるとともに、海外市
場への販売力強化、新規顧客層の積極的な開拓など出荷拡
大に努めてまいります。

日清エンジニアリング（株）
「FOOMA JAPAN 2010 国際食品工業展」に出展

日清ペットフード（株）
「みんな大好き！ ペット王国2010」に出展
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新製品のご紹介

青の洞窟 スパゲッティ
（日清フーズ（株）：パスタ）

「マ・マー 弾む生パスタ」シリーズ
マ・マー 弾む生パスタ クリーミーボロネーゼ フェットチーネ
（日清フーズ（株）：家庭用冷凍パスタ）

日清 揚げなくていいパン粉
とんかつ用 ザ・ノンフライ
（日清フーズ（株）：パン粉）

マ･マー いつもとちがうパスタソース
たっぷり ソースでうれしい たらこ生風味 2人前
（日清フーズ（株）：パスタソース）

プロティエ
（日清ファルマ（株）：栄養補助食品）

ジェーピースタイルスナック 国産鶏ささみ ハードひと口タイプ
（日清ペットフード（株）：犬用フード）

　「プロティエ」は、グルタミン（筋肉を構成するアミノ酸の一種）を含む小麦プロテインＥ（小麦
グルテン加水分解物）を、6粒あたり1,000mg配合したタブレットタイプのサプリメントです。
　小麦プロテインＥは、小麦のたんぱく質から取り出した成分で、小麦粉のリーディングカンパ
ニーである日清製粉グループの長年にわたる研究から生まれました。マラソンや駅伝など長距
離を走るアスリートを中心にご愛用いただいている日清ファルマ製サプリメント「ウィグライプ
ロ（WGH Pro）」にも配合されています。「プロティエ」は、研究者の「自分の親にずっと元気で
いてほしい」という思いをきっかけに開発されました。いつ
までも活動的な生活を送りたいと願う60歳以上の女性を
中心とした “アクティブシニア”をターゲットとしています。
（平成22年7月23日発売）

　添加物を使用せず、主原料に国産原料を使い国内で製造した「ジェーピースタイルスナック 国
産鶏ささみ」は、保存料、着色料、香料といった添加物を使用せず、国内指定農場産の銘柄鶏『森
林どり』のささみを100%使用した犬用スナックです。製法にこだわり、素材
自体の良さを活かしています。口の小さな小型犬や超小型犬も食べやすい
『ハードひと口タイプ』のほか、『ハード姿干しタイプ』があります。愛犬の犬
種や年齢、与え方に合わせることができるよう、個包装の容量を変えるととも
に、それぞれに普通サイズと徳用サイズを用意しました。
　犬と接する時間が多くなり、おやつやスナックをコミュニケーションの手段
として、安心・安全なものを与えたいというペットオーナーの声に応えました。
（平成22年9月1日発売）

　発売15周年を記念し、2010年春、ブランドを全面リニューアル。付加価値パスタソースのブ
ランドとして好評を得ている「青の洞窟」からスパゲッティを新発売しました。
　原料小麦の挽き方にこだわり、ていねいに製粉したデュラムセモリナを使用しました。スパ
ゲッティの表面にざらつきを付けることで、デュラム小麦が持つ本来の色と香りを楽しみつつ
ソースとの絶妙なからみ具合を堪能できるスパゲッティとなっています。パスタそのものの味
わいをより楽しめる「青の洞窟 スパゲッティ 結束タ
イプ 1.7mm」と、ソースとの一体感を楽しめる「同 
1.5mm」の2種類の太さをラインナップしました。
（平成22年8月20日発売）

　「マ･マー 弾む生パスタ」シリーズから新製品として、「マ･マー 弾む生パスタ クリーミーボ
ロネーゼ フェットチーネ」を発売しました。牛肉と豚肉をじっくり煮込んだミートソースに北海
道産生クリームを加え濃厚な味に仕上げ、もちもちと弾むような食感の生パスタ“フェットチー
ネ（平打ち麺）”を合わせています。また「同 カルボナーラ」「同 海老のトマトクリーム」もソース
の配合を変更し、生パスタの絶妙な食感に合うように濃厚
な味に仕上げました。ロゴやデザインも「生パスタメニュー
の上質なおいしさをおうちで楽しむ」という世界観をより
表現するよう変更しました。
（平成22年8月20日発売）

　独自製法のパン粉を肉にまぶしてフライパンで焼くだけで、衣がサクサクで肉がジューシー
なとんかつができ上がります。フレーク状の特製パン粉は、水分に反応して肉に直接しかも均
等につくので、下味の塩・こしょうや小麦粉、卵を使用する必要がありません。また、調理に広
いスペースも不要で、後片付けの手間もいりません。
　「ザ・ノンフライ」は揚げずに簡単に調理できるので、少ない油で
調理でき経済的な上、揚げ油の準備や後片付けの手間も解消しま
した。さらに、果実調味料を配合しているため、肉が柔らかくジュー
シーに仕上がり、冷めてもおいしく、弁当にもぴったりです。
　チャック付き包装にしており、少量調理にも便利です。
（平成22年8月20日発売）

　北海道産たらこ原料に加えて、北海道産バター、利尻昆布粉末、有明産切りのりといった、
産地や銘柄にこだわった素材を使用しております。また、ソース
量を約3割増やして（当社従来品比）たっぷりにしました。ゆでた
てパスタにあえるだけで、ソースがよくからみ、たらこのおいしさ
を存分に楽しむことができます。「たらこ生風味」にはゆずを使用
し、さわやかな香りをそえて、飽きのこない後味のよい味わいに
仕上げました。素材本来の味や食感、量にこだわった “いつもとち
がう”味わいが楽しめます。
（平成22年8月20日発売）
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科　　　目
前第2四半期連結累計期間
（21年4月1日～

21年9月30日）

当第2四半期連結累計期間
（22年4月1日～

22年9月30日）

比　較
（△は減）

売上高 226,878 209,161 △ 17,717
売上原価 159,248 141,106 △ 18,141
　売上総利益 67,629 68,054 424
販売費及び一般管理費 55,447 55,669 222
　営業利益 12,182 12,384 201
営業外収益 1,645 1,542 △ 103
営業外費用 163 234 71
　経常利益 13,664 13,691 27
特別利益 1,169 3,123 1,953
特別損失 419 3,443 3,024
　税金等調整前四半期純利益 14,414 13,371 △ 1,043
　法人税等 5,452 5,634 182
　少数株主損益調整前四半期純利益 — 7,736 —
　少数株主利益 591 802 211
　四半期純利益 8,370 6,933 △ 1,436

（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2四半期連結貸借対照表
（平成22年9月30日現在） 単位：百万円 単位：百万円

科　　　目 前第2四半期連結会計期間末
（21年9月30日）

当第2四半期連結会計期間末
（22年9月30日）

比　較
（△は減）

 （資産の部）
流動資産 181,141 188,286 7,145
固定資産 201,859 191,506 △ 10,352
資産合計 383,000 379,793 △ 3,207
 （負債の部）
流動負債 54,975 69,090 14,114
固定負債 30,942 28,505 △ 2,436
負債合計 85,917 97,595 11,678
 （純資産の部）
株主資本 248,101 258,034 9,932
　資本金 17,117 17,117 —
　資本剰余金 9,448 9,447 △ 0
　利益剰余金 224,677 234,612 9,934
　自己株式 △ 3,141 △ 3,143 △ 1
評価･換算差額等 19,232 15,047 △ 4,185
　その他有価証券評価差額金 20,619 16,942 △ 3,676
　繰延ヘッジ損益 △ 119 △ 100 19
　為替換算調整勘定 △ 1,267 △ 1,794 △ 527
新株予約権 56 110 53
少数株主持分 29,691 9,005 △ 20,686
純資産合計 297,083 282,197 △ 14,885
負債純資産合計 383,000 379,793 △ 3,207
（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2四半期連結損益計算書
（平成22年4月1日から平成22年9月30日まで）

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22年4月1日から平成22年9月30日まで）

売上高

特別損益

急激な円高の進行や深刻な雇用情勢及びデフレの継続など厳しい市場
環境下において、新製品の開発・販売に注力し、積極的な販促活動等に
よる出荷拡大施策を実行しましたが、輸入小麦の政府売渡価格引き下
げによる製品価格改定の影響もあり、売上高は前年を下回りました。

営業利益

加工食品事業及び酵母・バイオ事業における出荷増加や、メッシュクロ
ス事業の収益回復及び、製造・物流全般におけるコスト削減に取り組ん
だ結果、ふすま価格の低迷等の影響があったものの、営業利益は前年
を上回りました。

特別利益には、公開買付けに伴う負ののれんの発生益等を計上しました。
特別損失には、中食・惣菜事業における減損処理等を計上しております。

連結決算の状況

科　　　目
前第2四半期連結累計期間
（21年4月1日～

21年9月30日）

当第2四半期連結累計期間
（22年4月1日～

22年9月30日）

比　較
（△は減）

営業活動によるキャッシュ・フロー 26,123 11,876 △ 14,246
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 19,850 △ 5,498 14,351
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 2,790 △ 3,594 △ 804
現金及び現金同等物に係る換算差額 380 △ 101 △ 482
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,863 2,681 △ 1,182
現金及び現金同等物の期首残高 40,339 29,975 △ 10,364
現金及び現金同等物の四半期末残高 44,203 32,656 △ 11,546
（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。
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第2四半期連結株主資本変動内訳 
（平成22年4月1日から平成22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22年3月31日残高 17,117 9,448 230,661 △ 3,187 254,040
第2四半期連結累計期間中の変動額
　剰余金の配当 △ 2,982 △ 2,982
　四半期純利益 6,933 6,933
　自己株式の取得 △ 37 △ 37
　自己株式の処分 △0 81 80
第2四半期連結累計期間中の変動額合計 — △0 3,951 43 3,994
平成22年9月30日残高 17,117 9,447 234,612 △ 3,143 258,034

（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22年9月30日現在） 単位：百万円 単位：百万円

第2四半期損益計算書
（平成22年4月1日から平成22年9月30日まで）

単独決算の状況

科　　　目 前第2四半期会計期間末
（21年9月30日）

当第2四半期会計期間末
（22年9月30日）

比　較
（△は減）

 （資産の部）
流動資産 59,805 55,061 △ 4,743
固定資産 176,807 188,980 12,172
資産合計 236,613 244,042 7,429
 （負債の部）
流動負債 7,276 10,062 2,785
固定負債 11,682 10,309 △ 1,372
負債合計 18,959 20,372 1,413
 （純資産の部）
株主資本 201,319 209,749 8,429
　資本金 17,117 17,117 —
　資本剰余金 9,501 9,501 △ 0
　利益剰余金 177,833 186,265 8,431
　自己株式 △ 3,133 △ 3,135 △ 2
評価･換算差額等 16,277 13,810 △ 2,467
　その他有価証券評価差額金 16,277 13,810 △ 2,467
新株予約権 56 110 53
純資産合計 217,653 223,669 6,015
負債純資産合計 236,613 244,042 7,429

（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
前第2四半期累計期間
（21年4月1日～

21年9月30日）

当第2四半期累計期間
（22年4月1日～

22年9月30日）

比　較
（△は減）

営業収益 18,413 19,233 820
営業費用 6,538 6,440 △ 97
　営業利益 11,875 12,793 917
営業外収益 665 560 △ 104
営業外費用 14 108 93
　経常利益 12,526 13,245 719
特別利益 1,137 1,153 15
特別損失 21 38 16
　税引前四半期純利益 13,642 14,360 718
　法人税、住民税及び事業税 365 288 △ 77
　四半期純利益 13,277 14,072 795
（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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連結業績見通し

連結業績推移

■売上高（百万円） 
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■経常利益（百万円） 

0

10000

20000

30000

0

10,000

20,000

30,000

平成22/3
第166期

平成21/3
第165期

平成23/3
第167期
見通し

27,100
（予想）

22,180

24,618

29,327

11,187
10,336

平成18/3
第162期

平成19/3
第163期

平成20/3
第164期

11,187

13,66413,664 13,69113,691

10,336

第2四半期 通期

24,774

10,92510,925
11,60011,600

22,815

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） 443,728 425,000 △ 18,728 △ 4.2%

営業利益（百万円） 26,576 24,600 △ 1,976 △ 7.4%

経常利益（百万円） 29,327 27,100 △ 2,227 △ 7.6%

当期純利益（百万円） 16,839 14,500 △ 2,339 △ 13.9%

（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。

（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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■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
　14,692名（前期末比358名増）

0 20 40 60 80 100

52,013千株
39,326千株
39,598千株
7,616千株

341名
13,877名

329名
39名

（
（
（
（

）
）
）
）

20.7%
15.6%
15.8%
3.0%

（
（
（
（

）
）
）
）

その他法人
個人・その他
外国人
証券会社

金融機関（106名）
112,979千株（44.9%）

0 20 40 60 80 100

50万株以上（83名）
184,456千株（73.3%）

30,636千株
22,666千株
13,303千株

471千株

188名
1,961名
9,186名
3,274名

（
（
（
（

）
）
）
）

12.2%
9.0%
5.3%
0.2%

（
（
（
（

）
）
）
）

5万株以上
5,000株以上
500株以上
500株未満

株式の状況（平成22年9月30日現在）

■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） 12,730 5.1

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（信託口） 10,809 4.3

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 2.8
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（2,951,769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 （平成22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
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

東京都千代田区神田錦町一丁目25番地
URL   http://www.nisshin.com
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