
第169期 ご報告

株主の皆様へ
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

日清製粉グループの海外戦略
海外売上高比率30%以上を目指す！

個人株主様「製粉ミュージアム」見学会のご報告と
次回見学会（日清製粉（株）東灘工場）のご案内

特　集

株主の皆様とのコミュニケーション
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ました。なお、輸入小麦の政府売渡価格が、昨年4月に5銘柄平
均で15%引き下げられ、10月に同3%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、売上高はミラー・ミリング社の連結
効果や中食・惣菜、冷凍食品の出荷伸長、医薬品原薬の新規出
荷等により4，555億66百万円（前期比103.1%）と増収となりま
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217億40百万円（前期比94.1%）、経常利
益は247億42百万円（前期比94.7%）、当期純利益は136億88
百万円（前期比102.7%）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、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、昨年4月から中期経営計画
「NNI–120、スピードと成長、拡大」をスタートしております。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。中期経営計画2年目となる本年
は、経営環境の変化に臨機に対応するため、個別戦略のレビュー
を行い、平成27年度（2015年度）までの次なる3ヵ年の目標を明
確に定め、各事業において戦略施策を実行してまいります。
　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25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169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、海外景気の減速を背景とした先行き不
透明感や長引くデフレ環境により個人消費の低迷が長期化する
など、当社を取り巻く環境は依然として厳しいものとなりました。
このような中、当社は各事業においてトップライン（売上高）の拡
大に向け、積極的な販売促進施策に取り組みました。また、昨年
3月に買収した米国のMiller Milling Company, LLC（ミラー・ミ
リング社）及び10月に設立した新会社日清製粉プレミックス（株）
は順調に推移しております。本年2月には、Goodman Fielder社
よりニュージーランド最大の製粉事業を取得し、新たに設立した
Champion Flour Milling Ltd.（チャンピオン製粉）として順調に
スタートさせております。さらに、総合中食メーカーのトオカツ
フーズ（株）に出資するなど成長拡大に取り組みました。一方、将
来のコスト競争力強化策として、製粉工場の集約に取り組んでお
り、昨年5月に九州において福岡新工場の建設に着工し、12月に
中部において知多工場に新ラインを増設することを決定いたし

代表取締役
取締役社長

株主の皆様へ
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営業の概況

 製粉事業
▶  お客様への提案など積極的なシェアアップ施策を推進した結果、国
内の小麦粉の出荷は前年を上回りました。

▶  昨年3月に買収した米国のミラー・ミリング社が順調に推移し、同社
の連結効果等により、増収となりました。

▶  コストダウンに加え、ふすま市況の堅調な推移等により増益とな
りました。

 食品事業
▶  加工食品事業は、積極的な販売促進施策を推進した結果、冷凍食品
等の大幅な出荷伸長により増収となりました。

▶  酵母・バイオ事業は、バイオ事業の受託飼料、受託試験等が低迷し減
収となりました。

▶  健康食品事業は、医薬品原薬「ＥＰＡ－Ｅ」の新規出荷等により大幅な
増収となりました。

▶  食品事業の利益は、加工食品において販売促進強化のために拡販
費を増加させたこと等により減益となりました。

 その他事業
▶  ペットフード事業は、プレミアムペットフードの出荷は前年を上回っ
たものの、市場環境は厳しく、減収となりました。

▶  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ほか、
受託加工、機器販売も好調に推移し、大幅な増収となりました。

▶  メッシュクロス事業は、スクリーン印刷用資材は前年を下回りました
が、自動車部品関連等の化成品が好調に推移し、増収となりました。

▶  その他事業の利益は、ペットフード事業における販売低迷等により
減益となりました。
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社長インタビュー
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中期経営計画の初年度として、順調なスタートが切
れました。
　中期経営計画「NNI-120、スピードと成長、拡大」は平
成32年（2020年）に向けて、グループ売上高1兆円、海外
売上高比率30%以上という具体的な数値目標を掲げス
タートしました。初年度は、海外及び国内での企業買収や
資本参加、製粉工場の建設や増設の決定等、いくつかの
具体的な成果を出したことを含めて、まずまず順調にス
タートできたと考えています。

臨海大型工場への生産集約を進め、国際的なコスト
競争力を強化していきます。（来年2月福岡新工場稼
働、平成27年夏知多工場新ライン稼働）
　国内で消費される小麦は
約9割が海外から輸入され
ており、大型の穀物船が入
港する臨海地区の製粉工場
での製造がコスト的に有利
となります。当社はかねてよ
り、将来の自由化を見据え
たコスト競争力強化策とし
て、臨海大型工場への生産
集約を着実に進めてきまし
たが、昨年5月に福岡市臨海部の福岡新工場建設に着工
しており、来年2月には稼働する予定です。さらに、愛知県
の知多工場の1ライン増設を決定しており、今秋に着工し
平成27年夏に稼働する予定です。
　現在、環太平洋パートナーシップ協定（TPP）等の国際
交渉が進められていますが、当社としては小麦・小麦粉の
輸入が完全自由化になった場合を想定し、海外からの輸
入小麦粉にも十分対抗できるコスト競争力の強化施策を
加速して進めていきます。

（株）日清製粉グループ本社  大枝社長に、昨年4月にスタートした中期経営計画の取組み成果等についてインタ
ビューしました。

ミラー・ミリング社、チャンピオン製粉を買収し、
海外比率（生産能力ベース）が30%を超えました。
　当社は海外事業の拡大を最優先戦略に掲げています
が、昨年3月に米国第9位の製粉会社ミラー・ミリング社
を買収し、さらに、本年2月にニュージーランド最大のチャ
ンピオン製粉を買収しました。その結果、当社の海外の
製粉会社は既存のロジャーズ・フーズ社（カナダ）、日清
STC製粉（タイ）を含めて4社になり、製粉工場の海外比率
（生産能力ベース）は大きく拡大し、30%を超えました。

昨年4月の中期経営計画スタートから1年が経
過しましたが、大枝社長にとっては、どのような 
1年だったでしょうか。

国内の製粉工場の再編を積極的に進められてい
ますね。

1年間に立て続けに海外の製粉会社を2社買収
し、海外事業拡大に大きく舵を切りましたね。

特集：日清製粉グループの海外戦略（Ｐ.5）参照
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中食・惣菜事業の基盤強化に向け、国内屈指の総合中
食メーカーのトオカツフーズ（株）に資本参加しました。
　当社は中食・惣菜事業を成長分野と位置付け、グルー
プの主力事業に育てるべく取組みを強化しており、昨年

12月に国内屈指の総合中食メーカーであるトオカツフー
ズ（株）に資本参加しました。同社は連結売上高約900億
円で全国に18工場を保有し、コンビニエンスストアを中
心に弁当・おにぎり・サンドイッチ・惣菜等をフルラインアッ
プで供給し、また宅配ルートを中心に冷凍惣菜事業も展
開しています。同社の全国的な生産拠点や幅広い生産ノ
ウハウ等と当社グループの基礎研究技術や商品開発力
を生かすことにより事業基盤を強化し、中食・惣菜事業の
一層の拡大を図っていきます。

トップライン（売上高）の拡大と海外事業の拡大を
最優先戦略とし、将来の成長・拡大に向けスピード感
をもって施策を着実に実行していきます。
　製粉事業では「お客様満足度世界一」の製粉会社を目
指して、将来を見据えて国内小麦粉のシェアアップを図
り、加工食品事業ではお客様のニーズに合った新製品の
投入等によりトップシェアブランドの更なる販売拡大を推
進していきます。海外事業では買収したミラー・ミリング
社、チャンピオン製粉で当社の持つ技術力等のノウハウ
とのシナジーを創出し、確実に成果を出していきます。ま
た、将来の成長・拡大に向けリスクをとって、M&Aやアラ
イアンスを含めた戦略投資を積極的に行っていきます。
　中期経営計画2年目となる本年度も、全役員、全社員が
当社グループの進むべき方向性についてベクトルを合わ
せ、骨太でイノベーティブな集団として着実に前進してい
きます。

臨海大型工場の生産能力比率が70%から85%に上
昇します。
　当社の臨海大型工場への生産集約の取組みは既に関
東、関西地区は完了しており、今回の福岡新工場の建設
と知多工場の増設により九州、中部エリアにおいてもほ
ぼ完了します。
　その結果、平成27年夏の知多工場新ライン稼働後の
臨海大型工場の生産能力比率が現在の70%から85%に
上昇します。

福岡新工場と知多新ライン稼働後は、臨海大型
工場の生産比率はどのくらいになるのですか。

中期経営計画2年目となる本年度の抱負を
お聞かせ下さい。

トオカツフーズ（株）に資本参加した目的を
お聞かせ下さい。

国内製粉工場

臨海大型工場
（大型穀物船接岸可能）

内陸工場
※平成27年夏 知多工場新ライン稼働後
※生産能力比率は原料ベースの概算比率

工場数

5

4

85%

15%

生産能力比率

千葉

函館

名古屋

坂出

岡山

鶴見
知多

東灘福岡
平成26年2月
稼働予定

鳥栖（平成26年閉鎖予定）

平成27年夏
新ライン稼働予定

筑後（平成26年閉鎖予定）
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ロジャーズ・フーズ
本社/アームストロング工場

ロジャーズ・フーズ
チリワック工場

OYC EU

Oriental Yeast India

オリエンタル酵母工業
シンガポール駐在員事務所

NBCインドネシア

タイ日清テクノミック
タイ日清製粉

日清STC製粉

新日清製粉食品（青島）

NBCメッシュテック
欧州駐在員事務所

日清製粉東酵（上海）商貿
恩美絲（上海）紗網貿易

チャンピオン製粉
マンガヌイ工場

チャンピオン製粉
クライストチャーチ工場

ミラー・ミリング
ウィンチェスター工場

ダイナメッシュ

ミラー・ミリング
フレズノ工場

メダリオン・フーズ
フード・マスターズ

OYC Americas

ミラー・ミリング
本社

チャンピオン製粉
本社

●：製粉事業
●：食品事業
●：酵母・バイオ事業
●：メッシュクロス事業
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特集：日清製粉グループの海外戦略　海外売上高比率30%以上を目指す！

　当社グループは、中期経営計画「NNI–120、
スピードと成長、拡大」のもと、近い将来グルー
プの海外売上高比率30%以上を目指し、海外
事業の拡大を積極的に推進しています。

平成26年度

平成25年度

国内工場
8,100トン/日
（9工場）

海外工場
3,800トン/日
（7工場）

ミラー・ミリング社
ロジャーズ・フーズ社
日清STC製粉
チャンピオン製粉

2,235トン/日（2工場）
520トン/日（2工場）
280トン/日（1工場）
765トン/日（2工場）

ミラー・ミリング社

ロジャーズ・フーズ社

日清STC製粉

チャンピオン製粉

2,235トン/日（2工場）

520トン/日（2工場）

280トン/日（1工場）

760トン/日（2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

海外比率を更に伸ばす
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■ 小麦粉生産能力（原料ベース） ■

ニュージーランド最大の製粉事業の買収

　本年2月、オーストラリア及びニュージーランドの大手食品企

業であるGoodman Fielder社よりニュージーランド最大の製

粉事業を取得し、新たにチャンピオン製粉　　　 としてスター

トしました。同社は55%の国内トップシェアを誇り、小麦粉だけ

でなく、ミックス、ベーカリー関連商材等幅広く事業を展開して

おり、今後は当社の製パン技術等の二次加工技術や新規需要

創出のノウハウを応用し、更なる事業の拡大を図っていきます。

また、日本向けの小麦の産地であるオセアニアにおいて、小麦

関連情報の収集や小麦生産者や穀物集荷業者との関係を強化

していきます。

世界最大の北米市場へ本格進出

　昨年3月に全米9位の製粉会社ミラー・ミリング社　　　を
買収し、先進国最大の製粉市場である米国に進出しました。本

年2月には約30%の小麦粉生産能力の増強を行い、既存の事業

基盤に加え、当社の強みである開発力・技術力、安定した品質力

等を生かし、更なる出荷拡大を図っています。また、カナダのロ
ジャーズ・フーズ社　　とも連携し、グループでシナジーを発揮
しながら、北米における製粉事業の拡大を加速していきます。

東南アジアにおける小麦粉生産能力20%増強

　東南アジアの生産拠点であるタイの日清STC製粉（株）
（平成3年設立）の小麦粉生産能力を約20%増強（本年1月完

工）し、高品質の製品を求めるタイ国内のお客様やアジア近隣

諸国への更なる出荷拡大を図っていきます。
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■ 海外売上高比率 ■
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ロジャーズ・フーズ
本社/アームストロング工場

ロジャーズ・フーズ
チリワック工場

OYC EU

Oriental Yeast India

オリエンタル酵母工業
シンガポール駐在員事務所

NBCインドネシア

タイ日清テクノミック
タイ日清製粉

日清STC製粉

新日清製粉食品（青島）

NBCメッシュテック
欧州駐在員事務所

日清製粉東酵（上海）商貿
恩美絲（上海）紗網貿易

チャンピオン製粉
マンガヌイ工場

チャンピオン製粉
クライストチャーチ工場

ミラー・ミリング
ウィンチェスター工場

ダイナメッシュ

ミラー・ミリング
フレズノ工場

メダリオン・フーズ
フード・マスターズ

OYC Americas

ミラー・ミリング
本社

チャンピオン製粉
本社

●：製粉事業
●：食品事業
●：酵母・バイオ事業
●：メッシュクロス事業

6

特集：日清製粉グループの海外戦略　海外売上高比率30%以上を目指す！

■ 主な海外拠点 ■

グローバルカンパニー日清製粉プレミックス（株）設立

　昨年10月にプレミックスの開発、製造、販売を一体で行う日
清製粉プレミックス（株）を設立しました。同社は今後大きな
成長が期待されるプレミックス事業において、国内事業と海

外事業（中国の新日清製粉食品（青島）有限公司とタイ日清テ
クノミック（株）の2拠点）を合わせて運営し、業務用プレミック

スの「グローバルカンパニー」として海外事業の拡大をスピー

ディーに推進していきます。

インド市場への進出

　昨年1月にオリエンタル酵母工業（株）はインドにおいて営業

活動の拠点となる現地法人Oriental Yeast India Pvt.Ltd．を
設立しました。将来に向けて、バイオ事業（診断薬原料等）の一

層の拡大を推進していきます。

（株）NBCメッシュテック インドネシアで生産能力増強

　（株）NBCメッシュテックの子会社であるPT.NBCインドネシア
において、生産コストの低減及びASEAN、中国向けの競争力

強化に向け生産能力を2倍に増強し、メッシュクロスの増産をは

じめ、自動車用、家電用フィルターの生産を開始しています。

今後も海外の既存事業においてグループシナジーを
発揮するとともに、製粉、食品、ベーカリー関連事業
を中心にスピード感をもって新規事業の開拓に取り組
んでいきます。
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この1年間の取組み

小麦粉生産能力（原料ベース）
550トン/日
（平成26年2月稼働予定）

中期経営計画「NNI–120、スピードと成長、拡大」をスタート

日清ファルマ（株）
 高純度で高品質の医薬品原薬「EPA-E」のアメリカ向け本格出
荷を開始

日清製粉プレミックス（株）設立
 「グローバルカンパニー」として国内・海外のプレミックス事業の
拡大を推進

日清製粉（株）
北海道小麦100%の業務用パン用粉「TSUBAKI（つばき）」の開
発で「フード・アクション・ニッポンアワード 2012」優秀賞を受賞

製粉（小麦・小麦粉）をテーマとした情報発信型の企業ミュージア
ムを開設

日清フーズ（株）
「マ・マー 弾む生パスタ」が
食品産業技術功労賞受賞

総合中食メーカーのトオカツフーズ（株）に出資
国内屈指の総合中食メーカーとの提携強化により、中食・惣菜事
業の更なる拡大を推進

「製粉ミュージアム」オープン

日清製粉（株）
福岡新工場の建設に着工

日清製粉（株）
国際的な食品安全マネジメントシステム「FSSC22000」の認証を取得
製粉会社で本社と国内全工場一体での認証取得は国内初

鳥栖・筑後両工場から臨海大型工場への生産集約により、グロー
バルなコスト競争力を実現

日清製粉（株）
知多工場に
新ライン増設を決定

新ライン稼働に合わせ内陸部の名古屋工場の一部ラインを停止
して生産集約を図り、福岡新工場と同様にグローバルなコスト競
争力を実現

小麦粉生産能力
（原料ベース）
320トン/日増強
（平成27年夏稼働予定）

7

オリエンタル酵母工業（株）
補酵素生産棟を新設・稼働（長浜研究所内）

（株）NBCメッシュテック
インドネシア工場の製造能力の増強完了
生産コストを低減し、ＡＳＥＡＮ・中国向けに輸出競争力を強化

新興国を中心に需要が増大する診断薬等の更なる拡販を目指す

日清ファルマ（株）　自社通信販売を開始 1

2

新製品のご紹介（P.9）参照

4月 11月

12月

5月

6月

8月

10月

11月

平成24年

　日清製粉（株）
知多工場

完成予想図
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日清ペットフード（株）　“国産”療法食市場に参入

ミラー・ミリング社（米国）の小麦粉生産能力約30%増強

ニュージーランド最大の製粉事業のチャンピオン製粉を買収

日清STC製粉（株）（タイ）の小麦粉生産能力約20%増強

ウィンチェスター工場
小麦粉生産能力（原料ベース）
1,190トン/日➡1,640トン/日

日清ファルマ（株）
自社通信販売を開始し、「ビフィコロン」を発売

「製粉ミュージアム」を開設

昨年5月から通信販売を開始し、製品開発・生産から販売
促進活動、受注、物流、お客様対応まで一貫して管理及
び運営を行っています。お客様と直接コミュニケーション
が図れる利点を活かして、今後も製品の特長や健康維持
の大切さをお伝えする取組みを積極的に行います。

「ビフィコロン」は
日清ファルマダイレクト
http://nisshin-pharma.com
にてお買い求めいただけます。

1

2

昨年11月に、世界的に見ても貴重な製粉（小麦・小麦粉）
をテーマとした情報発信型の企業ミュージアムを創業の
地である館林市に開設しました。当社の歴史と伝統を語
り継ぐ本館と、製粉に関するさまざまな情報の発信をコ
ンセプトにデザインされた新館、そして緑豊かな日本庭
園で構成しています。

クライストチャーチ工場
小麦粉生産能力（原料ベース） 240トン/日

マンガヌイ工場
小麦粉生産能力（原料ベース） 520トン/日

小麦粉生産能力（原料ベース） 240トン/日➡280トン/日

新製品のご紹介（P.10）参照

8

フレズノ工場
小麦粉生産能力（原料ベース）
535トン/日➡595トン/日

［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、年末年始等（詳しくは、ウェブサイトをご覧下さい）
［入館料］ 大人200円  小人（小・中学生）100円

1月

2月

平成25年
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9

新製品のご紹介

素麺
（400g）

冷麦
（400g）

海老といかのたらこソース

ほうれん草の胡麻クリーム いかすみのソース リングイーネ海老と小柱の魚介醤油味

熟成極み　素麺／冷麦

マ・マー 弾む生パスタ

コシとなめらかさを極めた、
革新的な素麺・冷麦が誕生。
手軽に驚きの食感をお楽しみいただけます。

大好評の「弾む生パスタ」に
新しく和風シリーズが登場！

彩りと風味にこだわる
新メニューも続々登場！

もちもち食感の「弾む生パスタ」に和風シ
リーズが登場しました。鰹だしと昆布だし
を練り込んだ生パスタを使用し、素材にこ
だわった和風ソースでリッチな味わいを
お楽しみいただけます。

なめらかでもちもちとした食感のリ
ングイーネを使用し、いかとダイスト
マトをトッピングしました。いかすみ
の旨みの中にトマトの爽やかな酸味
がきいた魚介の風味豊かな味わい
が感じられます。

日清フーズ（株） 常温商品

冷凍食品日清フーズ（株）

抜群の
ほぐれやすさ

際立つ
なめらかさ

思わず唸る
コシの強さ

特許取得の当社独自製法

①三層製法

③加熱熟成

②麺帯押出し製法

ロール製法による
粘りのある層

パスタの製造技術を応用した
なめらかで硬さのある層

三層構造の麺を、熱を加えながら
時間をかけて熟成

外食で
おなじみの
「いかすみ」
が自宅で
手軽に食べ
られる！

“和風だし練り
込み麺”採用！
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アレルゲンセレクトカット
セミモイストタイプ（500g）

アレルゲンセレクトカット
ドライタイプ（1kg）

ストルバイトブロック
ドライタイプ（500g）

パワーサプライ11

“国産”療法食「JPスタイル ダイエテティクス」

赤ワインの健康成分で注目のレスベラトロールを配合し、更にパワーアップ！

日本で飼育されるペットの健康を考えた“国産”療法食を開発。
動物病院ルートで販売開始！

この製品のご注文は日清ファルマ（株）販売代理店 （株）ビイ・エス・ティにて承ります。
URL http://www.bst-japan.co.jp/           0120-86-2480（午前8時～午後8時（年末年始を除く））

ペットの “小型化・高齢化・室内化”といった日本特有の飼育環境に起因して発生件数が多い疾病に着目し、大学との共
同研究や動物医療機関での臨床試験などを経て製品の開発に成功。厳しい品質管理のもと製造を開始し、本年3月か
ら発売しました。

栄養機能食品

ドッグフード キャットフード

日清ファルマ（株）

日清ペットフード（株）

犬用食物アレルギー対応食「アレ
ルゲンセレクトカット」は、アレルゲ
ン6原料（牛、乳、小麦、卵、鶏、羊）
を使用せず、アレルゲンとなりにく
い魚由来の原料を使用しました。
さらに、製造工程におけるアレル
ゲンの微量な混入にも配慮し、従
来のアレルゲン低減食にない特長
を有しています。

猫用ストルバイト尿石症
対応食「ストルバイトブ
ロック」は、弱酸性の尿 
（目標pH6.0 – 6.5）とな
るようにミネラルバラン
スを調整しています。

ビタミン・ミネラルに加え、若々しさに欠かせないコエンザイムQ10や、イチョ
ウ葉エキスを配合し、皆様にご愛顧いただいている「パワーサプライ10」に、
世界的な研究で健康維持への働きが明らかになった注目の成分『レスベラト
ロール』を加え、更にパワーアップ。健康の土台となるビタミン・ミネラルか
ら年齢に負けない健康づくりを応援する全28成分を1袋で摂ることができま
す。健やかな生活を送るためのパートナーとして自信をもってお届けします。

パワーサプライ11
（1袋11粒入り×30袋）
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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
• 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場合
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�
株主様及びご同伴者様の個人
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9月：個人株主様東灘工場見学会のご案内
日清製粉（株）東灘工場で個人株主様工場見学会を開催いたします。以下にご案内申し上げます。

工場見学会
専用

個人株主様「製粉ミュージアム」見学会のご報告
本年3月22日に個人株主様「製粉ミュージアム」見学会を開催いたしま
した。個人株主様を対象としました当社グループの施設見学会は昨年9
月の日清製粉（株）鶴見工場見学会に続いて3回目となりましたが、今回
も多くの株主様からご応募をいただき、抽選の結果83名の株主様とご
同伴者様にご参加いただきました。館内の見学では、新旧の製粉機械を
前にして多くのご質問をいただき、小麦の特性や小麦粉の製粉工程等
を学んでいただきました。さらには映像や展示物を通じて、当社の歴史
にも触れていただきました。また、見学の後の質疑応答では、多くのご質
問や貴重なご意見をいただき、大変有意義なコミュニケーションの機会
となりました。

▲4班に分かれての記念撮影

参加株主様からのご意見

•  小麦粉の製造工程や食品安全についてよく理解できた。
•  120周年を見据えた目標を聞き今後を楽しみにしている。
•  製粉工場の映像を見て、衛生管理の徹底が感じられ主婦
として安心した。

•  創業理念が現代まで確固として守られ常に成長している
点に感心した。

▲ 製粉機械の前にて ▲ 質疑応答では多くのご質問をいただきました

平成25年9月20日（金）
①午前の部（9：00〜12：30）	 （JR住吉駅集合9：00）
②午後の部（13：30〜17：00）	（同13：30）
※当日はJR東海道本線（神戸線）住吉駅集合、解散といたします。

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9日（金）到着
※記入方法につきましては葉書切取り面の
　ご案内をご確認下さい。

（株）日清製粉グループ本社
「工場見学会」係

 0120-087-078
※�上記お問い合わせ先は、平成25年9月20日
（金）までご利用いただけます。

日清製粉（株）東灘工場
兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町14

各回50名様（株主ご本人様とご同伴者1名様まで）
※�お申込み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25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。
※�ご同伴者様は1名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。

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。）

開催
日時
（予定）

応募
方法

お問い
合わせ先

開催
場所

募集
人数

参加費

平日9:30～17:30（土・日・祝日を除く）

11
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連結貸借対照表
（平成25年3月31日現在）

科　　　目 前連結会計年度
（24年3月31日）

当連結会計年度
（25年3月31日）

比　較
（△は減）

 （資産の部）
流動資産 213,431 218,468 5,036
固定資産 218,525 243,382 24,857
資産合計 431,956 461,851 29,894
 （負債の部）
流動負債 92,287 99,474 7,186
固定負債 40,869 44,940 4,070
負債合計 133,157 144,414 11,257
 （純資産の部）
株主資本 271,120 279,843 8,723
　資本金 17,117 17,117 —
　資本剰余金 9,453 9,460 6
　利益剰余金 247,736 256,453 8,717
　自己株式 △ 3,186 △ 3,188 △ 1
その他の包括利益累計額 20,269 29,209 8,939
　その他有価証券評価差額金 22,776 29,894 7,117
　繰延ヘッジ損益 170 148 △ 22
　為替換算調整勘定 △ 2,677 △ 833 1,844
新株予約権 188 232 43
少数株主持分 7,220 8,150 930
純資産合計 298,798 317,436 18,637
負債純資産合計 431,956 461,851 29,894
（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24年4月1日から平成25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24年4月1日から平成25年3月31日まで）

科　　　目
前連結会計年度
（23年4月1日～

24年3月31日）

当連結会計年度
（24年4月1日～

25年3月31日）

比　較
（△は減）

営業活動によるキャッシュ・フロー 26,078 34,479 8,400
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 15,244 △ 23,854 △ 8,609
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 6,134 △ 4,587 1,547
現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 400 823 1,224
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,299 6,862 2,562
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期末残高 46,387 53,249 6,862
（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当社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26年3月期連結業績見通し
平成25年3月期

実績
平成26年3月期
見通し 前年差 前年比

売 上 高 455,566 490,000 34,434 ＋ 7.6%

営 業 利 益 21,740 23,700 1,960 ＋ 9.0%

経 常 利 益 24,742 26,300 1,558 ＋ 6.3%

当期純利益 13,688 16,000 2,311 ＋ 16.9%

（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。

科　　　目
前連結会計年度
（23年4月1日～

24年3月31日）

当連結会計年度
（24年4月1日～

25年3月31日）

比　較
（△は減）

売上高 441,963 455,566 13,603
売上原価 306,649 316,141 9,492
　売上総利益 135,313 139,424 4,110
販売費及び一般管理費 112,200 117,684 5,483
　営業利益 23,113 21,740 △ 1,372
営業外収益 3,394 3,291 △ 103
営業外費用 375 289 △ 85
　経常利益 26,132 24,742 △ 1,390
特別利益 889 289 △ 600
特別損失 2,660 2,592 △ 68
　税金等調整前当期純利益 24,361 22,438 △ 1,922
法人税、住民税及び事業税 9,468 9,331 △ 136
法人税等調整額 829 △ 1,301 △ 2,130
　法人税等合計 10,297 8,030 △ 2,267
　少数株主損益調整前当期純利益 14,063 14,408 344
少数株主利益 736 719 △ 17
　当期純利益 13,326 13,688 361
（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
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事業系統図 （平成25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）
◆  NSGI Holdings Inc.（アメリカ）
◆  Champion Flour Milling Ltd.（ニュージーランド）
◆ 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
◆ 日清製粉プレミックス株式会社
◆ 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）
◆ トオカツフーズ株式会社
◆ 欧諾嘉（上海）商貿有限公司（中国）
他連結子会社1社

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）
他持分法適用会社1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
◆ 株式会社NBCメタルメッシュ
◆ PT.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）
他連結子会社1社、持分法適用会社1社

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、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25年3月31日現在）
■ グループ本社 299名
■ 製粉事業 1,416名
■ 食品事業 3,208名
■ その他事業等 842名
合計 5,765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

13
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株式の状況（平成25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 （86名） 187,617千株 74.6%

■5万株以上 （178名） 28,842千株 11.5%

■5,000株以上 （1,852名） 20,926千株 8.3%

■500株以上 （10,468名） 13,729千株 5.4%

■500株未満 （2,973名） 419千株 0.2%

■金融機関 （91名） 106,611千株 42.4%

■その他法人 （360名） 56,189千株 22.3%

■外国人 （307名） 42,010千株 16.7%

■個人・その他 （14,764名） 39,070千株 15.5%

■証券会社 （35名） 7,653千株 3.1%

■ 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
　15,557名（前期末比591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） 12,760 5.1
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 10,364 4.1
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（2,997,634株）を控除して計算しております。

1,500

1,300

1,100

0

円

900

平成24年
4月 5月 2月 3月 4月 5月6月 7月

平成25年
1月8月 9月 10月 11月 12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

■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25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　　

■役員 （平成25年6月26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

■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

取締役副社長 池　田　和　穗
常務取締役 中　川　雅　夫
常務取締役 滝　澤　道　則
取締役 原　田　　　隆
取締役 小　川　寧　彦
取締役 毛　利　　　晃
取締役 白　神　俊　典
取締役 中　川　真佐志
取締役 岩　㟢　浩　一
取締役 山　田　貴　夫
取締役 見　目　信　樹
取締役 奥　村　有　敬
取締役 三　村　明　夫

監査役（常勤） 渡　邉　　　誠
監査役（常勤） 正　木　康　彦
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。
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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