
第169期 中間ご報告

株主の皆様へ
平成24年4月1日から平成24年9月30日まで

日清製粉グループの歴史とものづくりを
紹介する「製粉ミュージアム」グランドオープン

株主様工場見学会（日清製粉（株）鶴見工場）のご報告

特　集

株主の皆様とのコミュニケーション
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Company, LLC（以下 Miller Milling社）についても順調に推移して
おります。なお、本年4月に輸入小麦の政府売渡価格が5銘柄平均で
15%引き下げられたことを受け、本年7月に業務用小麦粉価格の改
定を実施いたしました。
　この結果、第2四半期連結累計期間の業績は、売上高は食品事
業における販売促進やMiller Milling社の連結効果により、2,217億
97百万円（前年同期比103.4%）となりました。利益面では、食品
事業において拡販費用を増加したことなどから、営業利益は99億
12百万円（前年同期比95.1%）、経常利益は114億68百万円（前
年同期比96.4%）、四半期純利益は68億33百万円（前年同期比
102.3%）となりました。
　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、期末配当につきましては、1株当たり10円とさ
せていただくことを予定しており、これにより年間配当予想は1株当
たり20円となります。
　当社を取り巻く状況は引き続き厳しいことが予想されますが、当
社グループは各事業において安全な製品を安定的に供給するとと
もに、お客様に新たな価値を提供する新製品を開発・投入するなど、
トップライン（売上高）の拡大に向けて中期経営計画で策定した諸施
策に積極的に取り組んでまいります。また、本年11月に創業の地で
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「製粉ミュージアム」を開館しました。株主の皆様には、
当社グループの歴史とものづくりをお伝えする企業ミュージアムに、
是非お越しいただければと存じます。
　当社グループは今後も持続的成長を実現するため、持株会社で
ある当社を中核に、各事業会社が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12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169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。
　当社は、本年4月に長期的な成長を実現するため、トップライン
（売上高）の拡大と海外事業の拡大を最優先戦略とする中期経営計
画「NNI－120、スピードと成長、拡大」をスタートし、各事業において
積極的な取組みを開始しております。
　平成25年3月期第2四半期連結累計期間につきましては、東日本
大震災後の復興需要並びに政策効果はあったものの、欧州債務危
機等による景気の不透明感や長引くデフレ環境により消費者の節
約志向が継続するなど厳しい環境となりました。このような中、食品
事業において消費者キャンペーンを展開するなど積極的な出荷拡
大施策を実行するとともにグループを挙げたコスト削減に取り組み
ました。また、将来のコスト競争力強化施策として本年5月に着工し
た製粉福岡新工場の建設は順調に進捗しております。一方、海外事
業の拡大に向け本年3月に買収した米国の製粉会社Miller Milling 

代表取締役
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営業の概況
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（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. （予）は2012年10月30日に発表した業績予想（平成24年4月1日～平成25年3月31日）
 3. 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。

（注） 「セグメント別構成」営業利益グラフの「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。
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 製粉事業
▶  お客様への提案など、積極的な販売促進活動を推進しましたが、国内小麦
粉市場が縮小する厳しい市場環境下、出荷は前年を下回りました。

▶  本年3月に買収した米国の製粉会社Miller Milling社の買収効果もあり、増
収となりました。

▶  コストダウンに加え、ふすま市況の比較的堅調な推移などもあり増益とな
りました。

  輸入小麦の政府売渡価格が、本年4月に5銘柄平均で15%引き下げられたことを受け、
7月に業務用小麦粉価格の改定を実施しました。

 食品事業
▶  加工食品事業は、多様化する市場ニーズに対応する新製品の投入や消費
者キャンペーンなどの積極的な販売促進施策を展開した結果、増収となり
ました。

▶  酵母・バイオ事業は、総菜、マヨネーズ、培地、診断薬原料等が好調で増収
となりました。

▶  健康食品事業は、医薬品原薬の新規出荷等により増収となりました。また、
本年5月に自社独自の通信販売を立ち上げております。

▶  加工食品の販売促進のために拡販費用を増加したことなどから減益となり
ました。

 その他事業
▶  ペットフード事業は、新製品を発売するなど積極的な販売促進施策を推進
しましたが、ペットフード市場が伸び悩むなど環境が厳しく、減収となりま
した。

▶  メッシュクロス事業は、自動車部品業界の復調を受け、化成品が好調に推
移し増収となりました。

▶  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の受注が堅調で
増収となりました。

▶  ペットフード事業における販売苦戦などから減益となりました。
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ここ数年、シリコンス
チーマーを使った調
理が人気となってお
り、今や電子レンジは
「温める」から「調理
する」器具に変貌して
います。そこで、電子
レンジ調理用製品として、新ブランド「＠アットレンジ」を立
ち上げました。この製品はご家庭にある材料（ごはん、卵、
野菜）に混ぜてレンジでチンするだけで、アッという間に
アッと驚くおいしさが味わえる優れものです。開発でこだ
わった点のひとつは食感です。電子レンジで卵を加熱する
と硬くなりがちですが、ふんわり柔らかく仕上がるよう工夫
した「オムレツ」シリーズや、また程よいとろみが特長の「リ
ゾット」シリーズなど、電子レンジで加熱しただけとは思え
ないおいしさを実現しました。

生パスタの特長はな
んと言っても、もち
もちとした食感です。
「魚介のグラタン」
に使用した生パスタ
のペンネは、配合と
製法にこだわり、グラ
タン専用に設計した当社ならではの自信作です！ こだわり
は、ペンネだけではありません。乳脂肪たっぷりのホワイト
ソースは海老と小柱をトッピングして“贅沢感”を出してい
ます。また、オーブンで焼いて仕上げているため、こんがり
とした焼き色と焼いたチーズの芳醇な香りをお楽しみいた
だけます。
　もちもち食感のペンネと旨み豊かなホワイトソースにと
ことんこだわった「魚介のグラタン」は、味はもちろん、ボ
リュームもご満足いただけること間違いなしです！

＠アットレンジ マ・マー 弾む生パスタ
魚介のグラタン ペンネ

食感にこだわった直火レス料理！
人気の「弾む生パスタ」シリーズ  生パスタを使った
“もちもち食感”のペンネがグラタンに！

新製品のご紹介
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開発者
の声

開発者
の声

日清フーズ（株）
開発センター 食品研究所　菊川　康子（左）
 商品開発室　河本　麻里（右）

日清フーズ（株）
開発センター 商品開発室　日詰　正人（左）
 食品研究所　菅　洋平（右）

とろっ
ふんわり
やわらか ふんわり

しっとり

新
製
品

新
製
品

日清フーズ（株） 電子レンジ調理用製品 日清フーズ（株） 冷凍食品

もちもち食感

リゾット オムレツ 蒸しケーキ

旨み豊かな
ホワイトソース
を使用
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健康維持に大切な善
玉菌の代表格である
ビフィズス菌は、歳
を重ねるにつれて、
また、喫煙や深酒、ス
トレスなどの影響に
より減ってしまいま
す。さらに、ビフィズス菌は胃酸や小腸の消化酵素により、
本来の生息場所である大腸に届く前に大半が死滅してし
まいます。
　当社が通信販売で取り扱っている「ビフィコロン」は、特
許取得のダブルガードカプセルがビフィズス菌を胃酸や消
化酵素から守るため、40億個のビフィズス菌を生きたまま
大腸に届けることができます。
　瓶入りの小粒なカプセル。1日1粒（目安）で、皆様の健
康維持にお役立て下さい。

ビフィコロン

ビフィズス菌を生きたまま大腸へ届ける
「ビフィコロン」
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開発者
の声

日清ファルマ（株）
研究開発本部　健康科学研究所 峯村　剛（右）
   竹本　有貴（左）

新
製
品

日清ファルマ（株） 健康食品

焙煎玄米を中心にかに粉、チ
キンパウダー、まぐろ節粉を
重ねた多層粒「グルメボール」
とこだわり具材のトッピングが
特長の「懐石デリシオーレ」に
新たなラインナップとして「海
の幸“アンチョビ”」と「旨みたっ
ぷりの“イベリコ豚チップ”」が
加わりました。イベリコ豚は香りを引き出すために燻製
チップにし、グルメな猫ちゃんを魅了します。さらに、グル
メボールの層の色がはっきりとわかりやすくなったため、
オーナー様には様々な具材が入っていることをご納得い
ただけると思います。

懐石デリシオーレ

従来以上の美味しさを求め、
具材にこだわった新商品！

開発者
の声

日清ペットフード（株）　開発部 　斉藤　英和

日清ペットフード（株） キャットフード

40億個のビフィズス菌を
生きたまま大腸に

新
製
品

全13品になった懐石シリーズをウェブサイトでご紹介しています。
http://www.nisshin-pet.co.jp/kaiseki/

薫り立つ
風味と
味わい

お求めは
フリーダイヤル 0120-240-410
営業受付／9:00～21:00
【土・日・祝日も承ります（年末年始を除く）】
または
http://www.nisshin-pharma.comまで
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特集：日清製粉グループの歴史とものづくりを紹介する「製粉ミュージアム」
 群馬県館林市に平成24年11月12日グランドオープン

日清製粉グループ「製粉ミュージアム」について
　当社は明治33年に館林製粉（株）として創業しました。「製粉ミュージアム」は、創業110周年を迎えた節目の年で
ある平成22年にプロジェクトが立ち上がり、創業の地である群馬県館林市にオープンした世界的に見ても貴重な製粉
（小麦・小麦粉）をテーマにした企業ミュージアムです。当施設は、当社の歴史と伝統を紹介する本館、最新の製粉技
術をはじめとして小麦・小麦粉の様々な情報を紹介する新館、そして気軽に憩える日本庭園を配しています。また、東
武鉄道東武伊勢崎線館林駅西口に面しており、大変便利なアクセス環境にあります。
　多くの皆様に、製粉の歴史と技術に触れていただき、館林市における観光資源や教育資産としても寄与してまいり
ます。

本館は、明治創業時代の歴史的価値の高い洋風建築物で、「製粉
ミュージアム」の開館にあわせ、最新の免震工事を施して耐久性を
向上させた貴重な企業文化遺産です。内部に創業者ゆかりの品々
等を展示し、当社の創業者精神をはじめとした会社の歴史と伝統を
紹介しています。

日本庭園は、ご来館者が緑の中で気軽に憩える場とし
て緑地環境を整備しています。庭園内には屋外休憩施
設もご用意しています。

新館は、「製粉ミュージアム」開館にあわせて新設しました。小麦か
ら小麦粉が出来るものづくりの工程や、小麦・小麦粉に関する情報
を様々な角度から、ダイナミックに、そしてわかりやすく紹介してい
ます。館内には製粉工場で使用している機械も設置しており、最新
の製粉技術を実感していただけます。

5

当社の歴史と伝統を語り継ぐ本館

気軽な憩いの場　日本庭園

製粉に関する様々な情報を紹介する新館
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特集：日清製粉グループの歴史とものづくりを紹介する「製粉ミュージアム」
 群馬県館林市に平成24年11月12日グランドオープン

日清製粉グループ「製粉ミュージアム」施設概要

［名  称］ 製粉ミュージアム（Nisshin Milling Museum）

［所在地］ 群馬県館林市栄町6-1

［アクセス］ 東武鉄道東武伊勢崎線館林駅西口下車
＊ 駐車場はございません。ご来館の際は公共交通機関をご利用下さい。

［電  話］ 0276-71-2000

［ＵＲＬ］ http://www.nisshin.com/museum/

［開館時間］ 10：00～16：30（最終入館は16：00）

［休館日］ 月曜日、年末年始（詳しくは、ホームページをご覧下さい）

［入館料］ 大人200円  小人（小・中学生）100円

6

●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、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。
※ 当社が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
様の個人情報は本見学
会の実施以外の目的で
は使用いたしません。

平成25年3月：株主様「製粉ミュージアム」見学会のご案内
株主様向けに「製粉ミュージアム」の見学会を開催いたします。より多くの株主様にご参加いただきたく、第一部、第二部に分けて（内容
は同じ）開催します。以下にご案内申し上げます。

■ 開催日時（予定）
平成25年3月22日（金）
◆第一部 10：15～14：40（東武鉄道東武伊勢崎線館林駅集合10：00）
◆第二部 11：35～15：55（　　　　　　　同　　　　　　　11：20）
• 製粉ミュージアムの見学　• 日清製粉グループの概要等説明
• 昼食（当社でご用意いたします）
※昼食会場へはバスでのご移動となります。

■ 開催場所
日清製粉グループ「製粉ミュージアム」（群馬県館林市栄町6-1）
※当日は東武伊勢崎線館林駅集合、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５０名様（株主ご本人様と同伴者1名様まで参加可能）
※�お申込が多数の場合は抽選の上、参加者を決定しますのでご了承下さい。
※�平成24年9月30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。

■ 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 平成25年1月10日（木）到着
※�記入方法につきましては葉書切り取り面のご案内をご確認下さい。

■ 応募結果
ご応募いただいた全ての株主様に平成25年1月下旬にお知らせします。
■ お問い合わせ先（「製粉ミュージアム」見学会専用）

（株）日清製粉グループ本社  「製粉ミュージアム」見学会 係

 0120-087-078
※上記お問い合わせ先は、平成25年3月22日（金）までご利用いただけます。

平日9:30～17:30（土・日・祝日・年末
年始（12月29日～1月3日）を除く）

▼「製粉ミュージアム」外観
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株主の皆様とのコミュニケーション

「株主様工場見学会（鶴見工場）のご報告」
本年9月19日に日清製粉（株）鶴見工場にて、昨年度の東灘工場に引き
続き、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、午前の部及び午
後の部で、株主様及びご同伴者様、合計114名の方々にご参加いただき
ました。当日は残暑厳しい中での見学会となりましたが、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。

▲4班に分かれての記念撮影

たくさんの株主様に工場見学にご応募いただき、ありがとうございました。抽選の結果、ご参加いただけなかった株主様、申し訳ございませんでした。
ご参加いただきました株主様、暑い中、熱心にご見学いただき、また貴重なご意見をたくさんいただきありがとうございました。（主催者）

見学会に参加された株主様から寄せられたお声（アンケートより抜粋）

•  食の安全・安心に関していかに努力を払われているのかよくわかった。
•  かなりの省エネ稼働をしているので感心した。
•  安全と清潔さに充分配慮していると感じた。自動化の進歩に驚いた。
•  生産工程を見学でき、製品になるまでの工程がよく理解できた。
•  主婦にとって身近な小麦粉の製造工程が理解できた。規模が大きいのにびっくりした。
•  小麦粉ができるまでに技術と安全安心が行き届いていることに大変驚き、敬意を表します。
•  御社には絶対の信頼感がある。今後の益々のご発展をお祈りします。
•  企業理念が末端にまで浸透している感じがした。今後のグローバル化の展開に期待します。

▲ 小麦粉の違いがパンなどの品質に及ぼ
す影響を説明いたしました

▲ 稲垣取締役がご挨拶

▼品質管理の様子をご覧いただきました

▶有留工場長が
　製粉工程を説明

▲岸壁に接岸された原料船の大きさに驚いていらっしゃいました

当工場で日本全体
の小麦粉の約1割を
製造しています
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CSRトピックス

神戸スウィーツ・コンソーシアムに協力

神戸スウィーツ・コンソーシアムウェブサイト
http://www.kobesweets.org/

三鷹の森ジブリ美術館ウェブサイト（日時指定の予約制）
http://www.ghibli-museum.jp/

日清製粉（株）は以前からパティシエ（菓子職人）を目指
すチャレンジド※を支援するプロジェクト「神戸スウィー
ツ・コンソーシアム」に協力しています。このプロジェクト
は社会福祉法人プロップ・ステーション（理事長：竹中 ナ
ミ氏）と共催で、例年「パティシエ養成スクール」として開
講されており、本年は6月16日の東京・仙台の2会場で
の開講式を皮切りに11月まで有名パティシエやシェフに
よる計6回の講習会が開催されました。仙台での開催は
初めてでしたが、東日本大震災で被災した仙台において
講習会を開催することで、復興支援・被災地でのチャレ
ンジド就労支援を後押しすることができました。これから
も皆さんと力を合わせて積極的に取り組んでいきます。
※ チャレンジド…挑戦する使命を与えられた人。米国などで障が
いのある人に対する呼称として用いられている。

三鷹の森ジブリ美術館へようこそ！

当社は、本年8月28日に三鷹の森ジブリ美術館と共同主催で、東日
本大震災によって首都圏で避難生活を送っているご家族を三鷹の森
ジブリ美術館（三鷹市）にご招待しました。今回は埼玉県労働者福祉
協議会にご協力いただき、7拠点から約300名の方々にご来館いた
だきました。当日は特別企画として、中島館長を中心にスタッフバン
ドが結成され、たくさんの手拍子の中、「さんぽ」や「ただいまの歌」
の歌と演奏が披露されました。屋外のカフェデッキには、“夏祭り”の
ようにかき氷やわたあめなどの屋台が出現。
子どもたちはベーゴマや皿回しなどに夢中で
挑戦していました。最後にトトロ受付の前で記
念写真を撮影し、参加者の皆様は、笑顔で帰
路につかれました。

東日本大震災から1年9ヶ月が経過し、被災地の復興に向けた企業の支援活動が多岐にわたり行われています。そのような
中、当社グループも様々な支援活動に取り組んでいます。その中から一部の支援活動をご報告いたします。

日清製粉グループの東日本大震災復興支援活動
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第2四半期連結貸借対照表
（平成24年9月30日現在）

科　　　目 前連結会計年度
（24年3月31日）

当第2四半期連結会計期間
（24年9月30日）

比　較
（△は減）

 （資産の部）
流動資産 213,431 202,398 △ 11,032
固定資産 218,525 214,501 △ 4,023
資産合計 431,956 416,900 △ 15,056
 （負債の部）
流動負債 92,287 79,088 △ 13,198
固定負債 40,869 39,129 △ 1,740
負債合計 133,157 118,218 △ 14,939
 （純資産の部）
株主資本 271,120 275,474 4,353
　資本金 17,117 17,117 —
　資本剰余金 9,453 9,456 3
　利益剰余金 247,736 252,084 4,348
　自己株式 △ 3,186 △ 3,185 1
その他の包括利益累計額 20,269 15,820 △ 4,449
　その他有価証券評価差額金 22,776 18,887 △ 3,889
　繰延ヘッジ損益 170 △ 43 △ 214
　為替換算調整勘定 △ 2,677 △ 3,023 △ 345
新株予約権 188 205 17
少数株主持分 7,220 7,182 △ 38
純資産合計 298,798 298,682 △ 116
負債純資産合計 431,956 416,900 △ 15,056
（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24年4月1日から平成24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24年4月1日から平成24年9月30日まで）

科　　　目
前第2四半期連結累計期間
（23年4月1日～

23年9月30日）

当第2四半期連結累計期間
（24年4月1日～

24年9月30日）

比　較
（△は減）

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,509 12,186 8,677
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,016 △ 6,525 △ 5,509
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 3,207 △ 4,083 △ 875
現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 62 78 140
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 777 1,655 2,433
現金及び現金同等物の期首残高 42,087 46,387 4,299
現金及び現金同等物の四半期末残高 41,310 48,043 6,733
（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

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. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
 2. 業績見通しは2012年10月30日に発表したものです。
 3.  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。

科　　　目
前第2四半期連結累計期間
（23年4月1日～

23年9月30日）

当第2四半期連結累計期間
（24年4月1日～

24年9月30日）

比　較
（△は減）

売上高 214,587 221,797 7,210
売上原価 148,294 154,281 5,987
　売上総利益 66,293 67,515 1,222
販売費及び一般管理費 55,871 57,603 1,731
　営業利益 10,421 9,912 △ 508
営業外収益 1,721 1,752 31
営業外費用 250 196 △ 54
　経常利益 11,892 11,468 △ 423
特別利益 184 177 △ 7
特別損失 625 381 △ 244
　税金等調整前四半期純利益 11,451 11,264 △ 186
法人税等 4,365 4,135 △ 229
　少数株主損益調整前四半期純利益 7,085 7,128 42
少数株主利益 408 294 △ 113
　四半期純利益 6,677 6,833 156
（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

URL  http://www.nisshin.com/ir/ 
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株式の状況（平成24年9月30日現在）

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 （79名） 187,942千株 74.7%

■5万株以上 （172名） 26,644千株 10.6%

■5,000株以上 （1,946名） 22,401千株 8.9%

■500株以上 （10,493名） 14,118千株 5.6%

■500株未満 （3,061名） 429千株 0.2%

■金融機関 （99名） 110,842千株 44.1%

■その他法人 （357名） 56,748千株 22.6%

■外国人 （305名） 35,826千株 14.2%

■個人・その他 （14,952名） 40,006千株 15.9%

■証券会社 （38名） 8,112千株 3.2%

■ 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
　15,751名（前期末比397名減）

■ 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） 12,820 5.1
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 11,268 4.5
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（2,995,430株）を控除して計算しております。

1,100

1,000

900

0
平成23年

9月 10月 11月 12月

円

800

700

平成24年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

■ 株価の推移
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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 （平成24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　　

■役員

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

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

（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。
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