
第168期 ご報告

全米9位の設備規模を誇る製粉会社
“Miller Milling社”を完全子会社化

株主様工場見学会のご報告（日清製粉（株）東灘工場）と
ご案内（同 鶴見工場）

特　集

株主の皆様とのコミュニケーション

株主の皆様へ
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで



63百万円（前期比104.2%）と増収となりました。利益面で
は、コスト削減効果はあったものの、製粉事業におけるふす
ま価格の低迷及び小麦粉販売環境の悪化の影響等により、
営業利益は231億13百万円（前期比91.2%）、経常利益は
261億32百万円（前期比93.9%）、当期純利益は133億26
百万円（前期比93.9%）となりました。
　また、当社は海外事業拡大を最重要事項として推進して
まいりましたが、本年3月に、米国の製粉会社であるMiller 
Milling社の全持分を取得し、米国の製粉市場に進出いたし
ました。
　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20円とさ
せていただきました。
　当社グループは長期的な発展を実現するため、平成24
年度からの3ヵ年を対象とする中期経営計画「NNI–120、 
スピードと成長、拡大」をスタートいたしました。本中期経営
計画においては、トップライン（売上高）の拡大と海外事業拡
大を最優先戦略と位置付け、その実現に向けて社内組織を
整備・強化し、M&A・アライアンスを積極的に行います。ま
た、いかなる環境においても勝ち残ることができるよう、輸
入品に対抗できるコスト競争力の確保・強化と安全・安心な
製品の生産・供給を両立させてまいります。
　当社グループは、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
持され続け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24年6月　

　株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申
し上げます。
　第168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、東日本大震災後の復旧・復興需要に
より日本経済に回復の兆しがみられたものの、震災の甚大
な被害の影響、デフレ環境の継続に加え、欧州債務危機等
を背景とした国内景気の減速懸念により、個人消費が低迷
するなど厳しい市場環境が継続いたしました。当社は主要
食糧である小麦粉及び各種製品の安定供給に最大限の努
力を払うとともに、各事業において引き続き販売促進活動
を推進し、同時に、生産・物流などあらゆる方面でコスト削減
に取り組みました。そのような中、輸入小麦の政府売渡価格
が昨年4月に5銘柄平均で18%、更に10月に同2%引き上げ
られたことを受け、製品価格改定を実施いたしました。
　この結果、当期の業績は、売上高は輸入小麦の政府売渡
価格引上げに伴う製品価格改定等の影響もあり、4,419億

代表取締役
取締役社長

株主の皆様へ
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経常利益 当期純利益
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その他事業

（注） 1. 記載金額は、億円未満を切り捨てて表示しております。
 2. 営業利益の「その他事業」にはセグメント間取引消去等を含んでおります。

（注）記載金額は、億円未満を切り捨てて表示しております。
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 製粉事業
▶  お客様との関係強化を図るなど、積極的な販売促進活動を推進し、出荷は
前年を上回りました。

▶  輸入小麦の政府売渡価格が、昨年4月に5銘柄平均で18%、10月に更に同
2%引き上げられたことを受け、業務用小麦粉の価格改定を実施しました。
これらの影響により増収となりました。

▶  副製品であるふすま価格の低迷及び小麦粉販売環境の悪化の影響等によ
り減益となりました。

 食品事業
▶  加工食品事業においては、消費者キャンペーンや店頭での販売促進活動
等積極的な拡販に努めました。また、輸入小麦の政府売渡価格の引上げを
受けて、家庭用小麦粉等の価格改定を実施し増収となりました。

▶  酵母・バイオ事業は、イーストの出荷好調や免疫試薬等の売上げ増加によ
り増収となりました。また、今後市場の成長が期待されるインドにおいて、
バイオビジネスの拡大及び食品ビジネスの市場開拓を推進するため、本年
1月に現地法人を設立いたしました。

▶  年度後半の環境の悪化にともなう販売苦戦及び拡売費の増加を生産・購買・
物流等の各領域のコスト削減でカバーし、利益は前年並みとなりました。

 その他事業
▶  ペットフード事業は、積極的な新製品の投入等の拡販施策を推進しました
が、市場環境は厳しく、減収となりました。

▶  メッシュクロス事業は、太陽電池向けのステンレスメッシュクロス等が牽引
したスクリーン印刷用資材が堅調で増収となりました。

▶  エンジニアリング事業は、主力のプラントエンジニアリングが堅調で増収と
なりました。また、昨年11月に受注の拡大と機器のラインナップの拡充等
を実現し更なる事業の発展・成長を目指すため、ホソカワミクロン（株）と業
務提携契約を締結いたしました。

▶  増収効果及びコスト削減効果により増益となりました。

営業の概況
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多くの課題がある中で、将来に向けた施策に取り組
みました
　この1年間は、東日本大震災への初期対応に始まり、原
料小麦価格の大幅引上げ、電力供給不足等多くの課題に
対応するとともに、国民の主要食糧である小麦粉の安定
供給の確保と各事業における安全な製品の供給という当
社の使命を果たすことができたと思います。また、本年3

月には米国の製粉会社Miller Milling社を買収し、4月には
中期経営計画もスタートを切りました。更に5月には日清
製粉（株）福岡新工場の建設に着手する等、将来の成長に
向けた施策に取り組みました。

本年3月のMiller Milling社買収をはじめ、
各事業で海外事業を積極的に伸ばしています
　本年3月に米国第9位の製粉会社であるMiller Milling

社を買収し、今後の出荷拡大に向けて、約30%の能力増
強を行っています。また、タイの日清STC製粉（株）も出
荷拡大への対応として約20%の能力増強工事を行って
います。この結果、カナダのRogers Foods社を合わせ
た海外の製粉能力は日産3,000トン（原料小麦ベース）を
超え、製粉事業の生産能力ベースの海外比率は約30%

まで上昇します。一方、オリエンタル酵母工業（株）は、バ
イオ事業の出荷拡大と今後の食品事業の展開に向けて、
本年1月にインドに現地法人を設立しました。また、（株）
NBCメッシュテックは成長著しいASEAN及び中国への
出荷拡大に向け、P.T.NBCインドネシアの工場の能力倍
増工事を行っています。

（株）日清製粉グループ本社 大枝社長に、本年4月よりスタートした中期経営計画「NNI-120、スピードと成長、拡
大」の取組み等についてインタビューしました。

昨年4月に社長に就任されてから1年が経ちま
したが、どのような1年だったでしょうか

中期経営計画で海外事業拡大に力を入れると
いうことですが、最近の具体的な動きを説明し
て下さい

日清製粉（株）福岡新工場の建設等、
将来に向けた施策を推進します
　本年5月に日清製粉（株）福岡新工場の建設に着手しま
した。新工場完成後には、鳥栖・筑後両工場を閉鎖します。
これにより、九州においても生産性向上及び物流コスト削
減を実現し、ローコスト体制を確立します。新工場は、最
新鋭製造設備を活用し、安全・安心でかつ常に安定した品
質の小麦粉をローコストで供給してまいります。
　また、中期経営計画の最優先戦略であるトップライン
の拡大に向け、製粉事業ではお客様の満足度世界一の製
粉会社を目指して国内の小麦粉販売のシェアアップを図
り、加工食品事業ではトップブランド戦略による販売拡大
を推進してまいります。

本年度（平成24年度）に重点的に取り組む
テーマは何ですか

「NI活動」の基本理念を改めて旗印として掲げます
　「ＮＩ活動」は当社グループが昭和62年から平成13年に
かけて取り組んだ経営計画ですが、その基本理念である
「企業は変革することによってのみ生存し、発展できる」
と「骨太でイノベーティブな集団に成長する」は、今の時
代にこそ求められており、これを改めて旗印として掲げ
ます。そして、これに「スピード」と「成長、拡大」を平成32

年に向けた当社グ
ループの新たな旗
印として加え、新た
なNI活動として取
り組んでいきます。

基本戦略は成長・
拡大です
　中期経営計画で
は当社グループの創業120周年となる平成32年（2020

年）に向けて、4つの基本戦略を策定しました。

1.  トップライン（売上高）の拡大を最優先戦略と位置付け、
重点分野に経営資源を集中的に投入

2.  コア事業の基盤強化と成長分野の積極的拡大
3.  M&A、アライアンスをスピード感をもって積極的に実行
4.  安全・安心な製品を生産・供給するとともに、コスト競争
力の確保・強化に取り組む

　これらの戦略を着実に実行し、成長・拡大を実現します。
　当社グループは、そのために積極的に投資を行い、近
い将来に売上高1兆円、海外売上高比率30%以上の達成
を目指します。その達成に向けて、平成26年度には売上
高6,000億円、海外売上高比率14%を見込んでいます。
また、株主の皆様から積極的に支持されるよう、配当性
向30%以上を基準とした継続的な配当実施を含め、株主
還元を積極的に行いたいと考えています。

本年4月にスタートした中期経営計画「NNI-
120※、スピードと成長、拡大」の背景と目指す
ものを説明して下さい
※NNI=New Nisshin Innovation

製粉事業の海外比率は、生産能力ベースで約30%に

2012年初め（Miller Milling社買収前）

国内
8,125トン/日※
（9工場）

（5工場）

（9工場）

（3工場）

海外
3,035トン/日

国内
8,125トン/日※

海外
760トン/日

2013年度初め

海外比率 約3割海外比率 約1割 Miller Milling社
Rogers Foods社
日清STC製粉

2,235トン/日（2工場）
520トン/日（2工場）
280トン/日（1工場）

更に伸ばす

※国内は福岡新工場稼働（平成26年2月予定）後の数値
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（ロサンゼルス）

（ニューヨーク）

（フィラデルフィア）

（サンフランシスコ）

（シアトル）

（バンクーバー）

フレズノ工場（カリフォルニア州フレズノ）

チリワック工場
本社／アームストロング工場

本社
（ミネソタ州ミネアポリス）

ウィンチェスター工場
（ヴァージニア州ウィンチェスター）

米国

カナダ

特集：全米9位の設備規模を誇る製粉会社“Miller Milling社”を完全子会社化

　当社グループは、グループの成長・拡大に向け海外事業の推進を最優先事項と捉え、海外において事

業拡大に取り組んでまいりましたが、本年3月20日に全米9位の設備規模※を誇る製粉会社Miller Milling 

Company, LLC（以下、Miller Milling社）の全持分（経営権）を取得し、先進国最大の製粉市場である米国

に進出いたしました。

　当社グループは、Miller Milling社の米国市場での豊富な経験を基盤に、当社グループの製品開発力・技

術力及び安定した小麦粉供給力等を活かし、北米における更なる事業の拡大を図っていきます。
※ 「Grain & Milling Annual 2011」（出版元：Sosland Publishing Co.）による

➡ Miller Milling社買収を通じ、先進国最大かつ成長市場である米国製粉市場へ進出
➡ 日本の大手製粉企業に準ずる規模の製粉事業を取得
➡ 原料小麦が自由に取引されている米国においてノウハウ蓄積
➡ 日本にとって最大の小麦供給国である米国においてビジネスを通じて小麦関連情報を直接入手

フレズノ工場外観

ウィンチェスター工場外観

調印式（本年3月20日）
右が当社 大枝社長、左がMiller Milling社 CEO John C. Miller氏

買収のメリット

〈Miller Milling社の特長〉
●  パスタ、ベーカリー製品、トルティーヤの各用途向け小麦粉を主
に事業展開している製粉会社

●  顧客との強固な関係を背景に市場平均を上回る出荷伸長を実
現

●  消費地に近く、かつ原料調達に優位な立地に2工場を擁しコスト
競争力も有す

Point

Rogers Foods Ltd.
（ブリティッシュ・コロンビア州）

Medallion Foods, Inc.
（ワシントン州）

■ 工場生産能力
　 （日産小麦挽砕能力）

※2011年度実績

■ 売上高 17,789百万円※（223百万米ドル※）

ウィンチェスター工場
 1,190トン/日※

フレズノ工場
 535トン/日※

合計 1,725トン/日※ 合計

1,640トン/日（＋450トン）

595トン/日（  ＋60トン）

2,235トン/日（＋510トン）

概要

Miller Milling Company, LLC

既に高操業となっているため
更なる拡販に向け、
本年度能力増強
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■  阪神サイロ（株）を
連結子会社とする

■  フランスのユーロジャーム社との合弁会社
で中国で改良剤等を取り扱う欧諾嘉（上海）
商貿有限公司が本格的活動を開始

■  オリエンタル酵母工業（株）がシンガポール駐
在員事務所を開設

■  日清製粉（株）が最新鋭の製粉工場
（福岡市中央区）の建設を発表

■  日清エンジニアリン
グ（株）が英国マトコ
ン社と販売店契約
を締結

■  米国の製粉会社Miller Milling 
社を買収（持分100%取得）

特集（P.5〜6）ご参照

■  （株）日清製粉グループ
本社とオリエンタル酵母
工業（株）がインドに現
地 法 人（Oriental Yeast 
India Pvt. Ltd.）を設立

■  オリエンタル酵母工業（株）が総菜
工場（千葉県富里市）を新設・稼働

■  日清STC製粉（株）（日清製
粉（株）のタイの子会社）の
生産能力増強を決定

トピックス

この1年間の様々な取組みをご紹介します

■ 「製粉ミュージアム」（群馬県館林市）の開設を発表

■ 東京スカイツリー®のオフィシャルパートナーになる

■  中期経営計画「NNI-120、スピード
と成長、拡大」を策定

■ FOODEX JAPAN 2012に出展

平成24年秋を目途に、当社発祥の地である群馬県館林市に、世界的に見
ても貴重な製粉（小麦・小麦粉）をテーマにした情報発信型・体験型の企
業ミュージアムを開設することを発表しました。同市において観光資源や
教育資産として寄与することを期待しています。

当社グループブース
の外観

来場者参加による調理実演の様子

日本の新しいシンボルとして日本の文化と技術の素晴らしさを世界に発信していく、東
京スカイツリーの「やさしい未来がここから始まる」というコンセプトのもとに進むプロ
ジェクトの理念に賛同し、オフィシャルパートナーとして協賛を行うこととしました。

創業120周年となる平成32年（2020年）を
見据えた長期的な視点に立ち、平成24年度
から平成26年度までの3ヵ年を対象とする
中期経営計画を策定しました。

『100食100彩 ～広がるアイ
ディアで、外食をもっと楽しく。
～』をテーマとして出展。外食
ビジネスで注目されている、
自分なりの食べ方・楽しみ方が
できる「カスタマイズ」や、日
常の中に「小ハレ｣を演出でき
るメニュー・サービスが注目さ
れる中、外食ビジネスを勝ち抜
くためのポイントと実践的なメ
ニューをご紹介しました。

平成24年

1月12月10月9月 11月8月6月 7月
平成23年

4月 5月 3月2月

■  中期経営計画「NNI-120、スピードと成長、拡
大」の策定に着手

■  日清エンジニアリング（株）がホソカワミク
ロン（株）との業務提携契約を締結

製粉ミュージアム（完成イメージ） 握手を交わす安
やすらおか

樂岡館林市長（中央右）と
当社宮内副社長（中央左）

大型本船が接岸可能な須崎埠頭に
臨海工場を建設
生産能力 550トン/日（2ライン・原料ベース）
投資額（工場建設）　99億円
本年5月着工、平成26年2月福岡新工場稼働後、鳥
栖・筑後両工場の生産集約により物流費と固定費を
削減し、自由化市場で勝ち抜けるコスト競争力を実現

■  P.T.NBCインドネ
シア（（株）NBCメッ
シュテックの子会
社）工場の生産能
力を2倍に増強
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焼きたてはおいしい
のに、翌日はパサパ
サになったり、硬く
なってしまったり…。
ホームベーカリーで
焼いたパンは、時間
が経つとやわらかさ
が損なわれることが少なくありません。そんな消費者の
皆様の不満を解消すべく、新製品「日清 ホームベーカ
リー用 ふんわり仕上がるパンミックス」は最高級パン用
粉「スーパーキング」を、「日清 ホームベーカリー用 もっ
ちり仕上がるパンミックス 米粉入り」は“米粉”を、それ
ぞれ最適な分量で配合し、翌日もやわらかさが続くよう
開発しました。また、「日清 ホームベーカリー用 もっち
り仕上がるパンミックス 米粉入り」は、ホームベーカリー
を使ってわずか2時間で焼き上がりますので、忙しい方
や深夜にホームベーカリーを動かすことに抵抗のある
方にもおすすめです。

ここ数年、夏場の冷
やしメニューニーズ
の高まりとともに、
冷製パスタの人気
が高まっています。
そこで、夏の定番メ
ニューとなりつつあ
る冷製パスタを、「わ
ざわざお湯を沸かすことなく、もっと手軽に作れる商品
として、家庭の食卓に提供したい！」と考え、昨春より開
発を進めてきました。弾むような歯ごたえとなめらかな
口当たりを両立した冷製専用の麺と、配合と製法にこだ
わり冷やしても旨みや香りが感じられるソースを組み合
わせました。調理方法は、レンジ加熱後流水で冷やした
パスタに、流水解凍したソースをかけるだけ！ ひんやりと
した“冷製パスタならでは”のおいしさを、是非ご賞味下
さい。

「ウィグライ
（WGH）」は、平
成18年に小麦
由来のグルタミ
ン高含有※ペプ
チドを配合した
トップアスリー
ト向けのサプ
リメントとして、順天堂大学スポーツ健康科学部と共同
開発した「ウィグライ プロ」をベースに、配合量、包装形
態などを新たに設計し、より飲みやすい味にしたもので
す。運動後のリカバリーに役立ちますので、多忙な日々
を過ごしながらも、より高いレベルで充実したスポーツ
ライフを目指す方にご愛用いただきたい製品です。
※ グルタミン高含有…卵や牛乳に比べ、「ウィグライ（WGH）」の原料であ
る小麦たんぱく質はグルタミンを豊富に含んでいます。

ワンちゃんは犬種によりそ
の健康特性が異なることを
ご存知でしょうか。当社は、
「骨・関節の健康維持」「皮
膚・被毛の健康維持」「体
重管理」をケアポイントとし
て、様々な犬種を3つの犬
種群に分類しました。そし
て、当社の那須研究所での
研究により、各犬種群の健康維持に適した栄養をバラ
ンス良く配合したドッグフードを完成させました。商品
パッケージは、店頭で“犬種群別”ということが分かりや
すい仕上がりにしています。これからも愛犬の健康維持
を支援する商品の開発を進めていきます。

日清 ホームベーカリー用
ふんわり仕上がるパンミックス
もっちり仕上がるパンミックス 米粉入り

マ･マー Cool’s
レンジを使って！  冷製パスタ

ウィグライ（WGH） ジェーピースタイル
犬種群別フード（ドライタイプ）

焼いた翌日でも、“ふんわり” “やわらか” レンジで作る、冷製パスタ！！
「ウィグライ（WGH）」で充実した
スポーツライフを応援

“犬種群”という新たな分類で
愛犬の健康維持を考えたドッグフード

新製品のご紹介

開発者
の声

開発者
の声

担当者
の声

開発者
の声

日清フーズ（株）
開発センター 食品研究所  衛藤　馨子（左）
 商品開発室  前田　尚毅（右）

日清フーズ（株）
開発センター 商品開発室  野村　学（左）
 食品研究所  山口　ひとみ（右）

日清ファルマ（株）
第1営業部 田中　徹（左）、水嶋　弘忠（中）、鎌田　賢二（右）

日清ペットフード（株）
プレミアムフード事業部  上田　ヨセフ

愛犬の年齢に合わせて
お選び下さい。

日清フーズ（株） パンミックス 日清フーズ（株） 冷凍商品 日清ファルマ（株） 日清ペットフード（株）健康食品 ドッグフード

ふんわり
軽い食感

もっちりとした食
感（小麦粉に国産
の米粉を絶妙に
ブレンド）

海老と彩り野菜の
ポモドーロ

小柱と黒オリーブの
バジルソース

通信販売にて取り扱って
おります。

新
製
品

新
製
品

新
製
品

新
製
品

 

ウェブサイト
http://www.wgh-shop.jp/
フリーダイヤル
0120-67-5680
受付時間 8:00～21:00
（年末年始を除く毎日）



株主の皆様とのコミュニケーション

●お申込みに際してのご留意点
   （以下ご留意点をご了承いただいた上でお申し込み下さい）
※ 天候等の事由により、工場見学会の延期・中止、あるい
は見学会の内容に変更等が生じる場合がございます。
※当工場はバリアフリー対応となっておりません。
※ 当社が工場見学会で撮影した写真は社内報、株主報告
等に掲載させていただく可能性がございます。

■ 個人情報の取り
　扱いについて
今回ご応募いただきまし
た株主様及び同伴者様
の個人情報は本工場見
学会の実施以外の目的
では使用いたしません。

「平成24年9月：株主様工場見学会のご案内」
本年9月に日清製粉（株）鶴見工場で株主様工場見学会を実施いたします。より多くの株主様にご参加いただきたく、今回は
午前、午後の2回に分けて実施いたします。以下にご案内申し上げます。

■ 開催日時（予定）
平成24年9月19日（水）
①午前の部（9時〜12時）	 （JR川崎駅集合8時30分）
②午後の部（14時〜17時）	（同13時30分）

■ 開催場所
日清製粉（株）鶴見工場 神奈川県川崎市川崎区大川町3-1
※当日はJR川崎駅集合、解散といたします。

■ 参加費
無料（但し、集合場所までの往復交通費は参加者のご負担とさ
せていただきますのでご了承下さい）

■ 募集人数
各回70名様（株主ご本人様と同伴者1名様まで参加可能）
※	お申込みが多数の場合は抽選の上、参加者を決定します。予めご了
承下さい。
※	平成24年3月31日現在で当社株式を500株以上保有の個人株主様
を対象とさせていただきます。
※	同伴者様は1名までご参加いただけますが、中学生以上とさせていた
だきます。

■ 応募方法
同封の応募葉書に必要事項をご記入の上、ご投函下さい。

応募締切り 8月10日（金）必着
※	記入方法につきましては葉書切りとり面のご案内をご確認下さい。

■ お問い合わせ先（工場見学会専用）
（株）日清製粉グループ本社  「日清製粉（株）鶴見工場見学会」係

 0120-667-994
※上記お問い合わせ先は、平成24年9月19日（水）までご利用いただけます。

平日9:30〜17:30
（土・日・祝日を除く）

「株主様工場見学会（東灘工場）のご報告」
本年3月13日に日清製粉（株）東灘工場にて、当
社初の株主様工場見学会を開催いたしました。
多数の株主様のご応募の中から、厳正な抽選
を行い、34名の株主様及び同伴者様にご参加
いただきました。当日は、寒さが残る気候でした
が、原料小麦の受け入れから小麦粉の製造及
び出荷までの工程をご覧いただき、多くの株主
の皆様より当社グループ事業への理解が深まっ
たとのお声を頂戴しました。また、工場見学の
後の質疑応答の時間には貴重なご意見をいた
だき、有意義なコミュニケーションを図ることが
できました。

日清製粉（株）
東灘工場

工場見学会に参加された
株主様から寄せられたお声
（アンケート結果より抜粋）
•  清潔な工場で感心した。また、安
全性への気配りを感じ、製品への
信頼感が増した。

•  品管、オートメーション化等がよ
くされており、当社を見直した。

•  株式の連絡等で行き届いた会社
との印象を持っており、良い社風
を守って欲しい。

•  安心・安全の商品作りに期待して
います。これからも食品・人の安
心・安全を第一にお願いします。
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連結貸借対照表
（平成24年3月31日現在）

科　　　目 前連結会計年度
（23年3月31日）

当連結会計年度
（24年3月31日）

比　較
（△は減）

 （資産の部）
流動資産 195,213 213,431 18,217
固定資産 194,204 218,525 24,320
資産合計 389,418 431,956 42,537
 （負債の部）
流動負債 74,429 92,287 17,858
固定負債 29,739 40,869 11,130
負債合計 104,168 133,157 28,988
 （純資産の部）
株主資本 262,776 271,120 8,344
　資本金 17,117 17,117 —
　資本剰余金 9,450 9,453 3
　利益剰余金 239,380 247,736 8,355
　自己株式 △ 3,171 △ 3,186 △ 15
その他の包括利益累計額 16,023 20,269 4,246
　その他有価証券評価差額金 18,205 22,776 4,571
　繰延ヘッジ損益 99 170 71
　為替換算調整勘定 △ 2,281 △ 2,677 △ 396
新株予約権 138 188 49
少数株主持分 6,311 7,220 908
純資産合計 285,249 298,798 13,548
負債純資産合計 389,418 431,956 42,537
（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23年4月1日から平成24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23年4月1日から平成24年3月31日まで）

科　　　目
前連結会計年度
（22年4月1日～

23年3月31日）

当連結会計年度
（23年4月1日～

24年3月31日）

比　較
（△は減）

営業活動によるキャッシュ・フロー 34,856 26,078 △ 8,777
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 16,067 △ 15,244 822
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 6,373 △ 6,134 239
現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 302 △ 400 △ 97
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 12,112 4,299 △ 7,812
現金及び現金同等物の期首残高 29,975 42,087 12,112
現金及び現金同等物の期末残高 42,087 46,387 4,299
（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。
※詳細なデータ及び過去のデータはウェブサイトでご覧いただけます。

連結財務諸表

連結業績見通し
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平成25年3月期連結業績見通し
平成24年3月期

実績
平成25年3月期
見通し 前年差 前年比

売 上 高 441,963 459,100 17,136 ＋ 3.9%

営 業 利 益 23,113 23,500 386 ＋ 1.7%

経 常 利 益 26,132 26,300 167 ＋ 0.6%

当期純利益 13,326 14,600 1,273 ＋ 9.6%

（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。

科　　　目
前連結会計年度
（22年4月1日～

23年3月31日）

当連結会計年度
（23年4月1日～

24年3月31日）

比　較
（△は減）

売上高 424,156 441,963 17,806
売上原価 285,700 306,649 20,948
　売上総利益 138,455 135,313 △ 3,141
販売費及び一般管理費 113,120 112,200 △ 919
　営業利益 25,335 23,113 △ 2,222
営業外収益 2,866 3,394 527
営業外費用 362 375 13
　経常利益 27,839 26,132 △ 1,707
特別利益 4,117 889 △ 3,228
特別損失 6,142 2,660 △ 3,481
　税金等調整前当期純利益 25,815 24,361 △ 1,453
法人税、住民税及び事業税 10,889 9,468 △ 1,420
法人税等調整額 △ 441 829 1,270
　法人税等合計 10,448 10,297 △ 150
　少数株主損益調整前当期純利益 15,367 14,063 △ 1,303
少数株主利益 1,179 736 △ 442
　当期純利益 14,187 13,326 △ 860

（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：百万円単位：百万円

単位：百万円

単位：百万円



当社とグループ各社との事業系統図 （平成24年3月31日現在）

 製粉事業
◆ 日清製粉株式会社
◆ 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）
◆  Miller Milling Company, LLC（アメリカ）
◆  Miller Milling Company, LP（アメリカ）
◆  Miller Trading Company, LLC（アメリカ）
◆  NSGI Holdings Inc.（アメリカ）
◆ 石川株式会社
◆ フォーリーブズ株式会社（シンガポール）

 食品事業

 その他事業

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）
◆ 日清製粉東酵（上海）商貿有限公司（中国）
◆ 欧諾嘉（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）
◆ Oriental Yeast India Pvt. Ltd.（インド）
◆ オリエンタルサービス株式会社

健康食品事業
◆ 日清ファルマ株式会社

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）

配合飼料事業
◆ 日清丸紅飼料株式会社

◆ 連結子会社　◆ 持分法適用会社

日清製粉グループの概要

　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50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。

製粉
事業

食品
事業

その他
事業

◆ 日清アソシエイツ株式会社
◆ 錦築（煙台）食品研究開発有限公司（中国）

従業員数（平成24年3月31日現在）
■ グループ本社 298名
■ 製粉事業 1,326名
■ 食品事業 3,185名
■ その他事業等 773名
合計 5,582名

その他

◆ 日清サイロ株式会社
◆ 阪神サイロ株式会社
◆ 信和開発株式会社

◆ 日本ロジテム株式会社
◆ 千葉共同サイロ株式会社

※（株）オリエンタルバイオサービス関東は、平成24年4月1日をもって、オリエンタル酵母工業（株）に吸収合併されております。
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株式の状況（平成24年3月31日現在）

14

50万株以上（83名）
182,580千株

72.6%

500株未満（3,213名）
456千株
0.2%500株以上（10,665名）

14,381千株
5.7%

5,000株以上
（1,970名）
22,734千株

9.0%

5万株以上（187名）
31,382千株
12.5%

■50万株以上 （83名） 186,192千株 74.0%

■5万株以上 （184名） 28,702千株 11.4%

■5,000株以上 （1,930名） 21,929千株 8.7%

■500株以上 （10,844名） 14,275千株 5.7%

■500株未満 （3,107名） 436千株 0.2%

金融機関（98名）
109,634千株

43.6%

証券会社（37名）
7,307千株

2.9%
外国人（343名）

41,525千株
16.5%

個人・その他
（15,284名）
40,383千株
16.1%

その他法人（356名）
52,683千株
20.9%

■金融機関 （101名） 110,144千株 43.8%

■その他法人 （364名） 55,072千株 21.9%

■外国人 （306名） 36,115千株 14.4%

■個人・その他 （15,339名） 40,023千株 15.9%

■証券会社 （38名） 10,179千株 4.0%

■ 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
　16,148名（前期末比30名増）

■ 株式分布状況
所有者別 所有株数別

■ 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
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 11,779 4.7
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 10,738 4.3
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（2,995,440株）を控除して計算しております。
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■ 株価の推移



■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、当社ウェブサイト
　（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24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
株式に関する各種お手続（ご住所等の変更、配当金のお受け取り方法の指定、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け取り、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、三井住友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 → 三井住友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け取りの株主様につきましても、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 （平成24年6月27日現在）

代表取締役
取締役社長 大　枝　宏　之

代表取締役
取締役副社長 宮　内　泰　高

取締役副社長 池　田　和　穗
常務取締役 丸　尾　俊　雄
常務取締役 中　川　雅　夫
取締役 原　田　　　隆
取締役 稲　垣　　　泉
取締役 滝　澤　道　則
取締役 白　神　俊　典
取締役 花　房　宏　昌
取締役 中　川　真佐志
取締役 岩　㟢　浩　一
取締役 下　坂　正　夫
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

■株主名簿管理人及び特別口座管理機関
　　東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
　　三井住友信託銀行株式会社
　同連絡先
　　（郵便番号168-0063）
　　東京都杉並区和泉二丁目8番4号
　　三井住友信託銀行株式会社
　　証券代行部
　　電話  0120-782-031（フリーダイヤル）
　同取次窓口
　　三井住友信託銀行株式会社
　　全国各支店


