
独自の開発力により
進化するパスタの軌跡

個人株主様 東灘工場見学会のご報告と
次回見学会（日清製粉（株）鶴見工場）のご案内

特　集

株主の皆様とのコミュニケーション

第170期 中間ご報告

株主の皆様へ
平成25年4月1日から平成25年9月30日まで
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代表取締役
取締役社長

株主の皆様へ
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す。また、本年4月に輸入小麦の政府売渡価格が5銘柄平均で
9.7%引き上げられたことを受け、製品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
製粉事業及び食品事業の出荷増やM&Aにより取得した海外
子会社の連結効果等により2,393億22百万円（前年同期比
107.9%）となりました。利益面では、出荷増及び全社的な
コスト削減の取組みに加え、製粉事業においてふすま価格
が堅調に推移したことにより、営業利益は103億5百万円（前
年同期比104.0%）、経常利益は118億45百万円（前年同期
比103.3%）、四半期純利益は71億19百万円（前年同期比
104.2%）となりました。
　なお、平成25年10月1日付で普通株式1株につき1.1株の
割合をもって株式分割を行いました。また、同日付で単元株
式数を500株から100株に変更いたしました。
　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ま
す。なお、株式分割に伴う1株当たりの配当金の調整は行わな
いため、期末配当は実質増配となる予定です。
　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25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170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。
　当上半期につきましては、円安・株高を背景とした個人消
費の持ち直しや輸出産業を中心とした企業業績の改善等、緩
やかな景気回復の動きが見られましたが、一方で輸入原材料
価格や電力コストの上昇、消費者の低価格志向の継続等、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」の取組みを加速し、各事業において積極的な
販売促進施策を推進いたしました。海外展開においては、平
成26年秋の稼働予定でベトナムのホーチミン市近郊に調理
加工食品工場を建設することを決定し、本年6月に現地法人
を設立いたしました。さらに、タイ日清テクノミック（株）の生
産能力を平成26年末までに約25%増強すべく、増設に着工
いたしました。なお、M&Aを含む積極的な施策により、海外
売上高比率は10%を超え、海外事業は順調に拡大しておりま
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営業の概況
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■ セグメント別構成（平成26年3月期第2四半期実績） ■

■ 売上高 ■

■ 営業利益 ■
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外側： 売上高
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第170期
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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）は平成25年10月30日に発表した業績予想（平成25年4月1日～平成26年3月31日）
 3. 予想数値については、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） 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。

内側： 営業利益

83 69 66 68 71

136 136 118 114 118

263
（予）247261278293
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（予）

 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。

▶  M&Aにより取得した米国のミラー・ミリング社及びニュージーランドのチャ
ンピオン製粉の連結効果等により、増収となりました。

▶  製粉事業の利益は、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、冷凍食品や、中国・東南アジアにおける業務用プレミック
スの拡販等により増収となりました。

▶  酵母・バイオ事業は、イーストや総菜等の拡販により増収となりました。

▶  健康食品事業は、消費者向け製品の販売は好調に推移しましたが、医薬品
原薬「ＥＰＡ－Ｅ」の需要変動もあり減収となりました。

▶  食品事業の利益は、加工食品事業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、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調等により減益とな
りました。
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マ・マー
パスタ
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特集：独自の開発力により進化するパスタの軌跡

皆様にご愛顧いただいている当社パスタ製品は、50年以上の歴史が
あります。技術開発の軌跡は、激動の時代に「変革」と「実行」を掲げ当社
が歩んだ道程の一端であり、その精神は中期経営計画のキーワード 
「Fight，Speed & Change!」に現在も引き継がれています。
当社のパスタは、これからも独自の技術開発、消費者のニーズを捉えた
マーケティング力を生かし、進化を続けていきます。

ディ・チェコ社
パスタ

イタリアの最高級パスタとし
て高く評価されている「ディ・
チェコ社」のパスタ製品の取
扱いを始めました。

「マ・マー スパゲティ
プロント」を発売

デュラムセモリナ
100%化

1955（昭和30）年
パスタ元年
̶ マ・マーブランド

の誕生 ̶
「マ・マー マカロニ」の
宣伝カー

マ・マー
パスタ

当社のパスタ ̶ 技術開発のポイント

1973年に当社が開発した「冷凍めん」技術は、新たな麺の市場を生み出しました。後にパス
タの開発に「冷凍めん」技術を応用し、当社が冷凍パスタ市場をリードする礎となりました。

革新性　国内初  「冷凍めん」技術の開発

デュラムセモリナは、パスタ専用のデュラム小麦を粗挽きしたもので、
粘弾性のある食感を生み出します。初期の一般的な国産パスタは、主
に製パン用の強力小麦粉を使用していましたが、当社は他社に先駆け
て全製品のデュラムセモリナ100%化を実施しました。

先駆性　国内初  全製品のデュラムセモリナ100%化

スパゲティの形状を変えるという独創的な技術開発でゆで時間の短縮を実現しました。さ
らに、継続的な商品開発により、現在では時短に加え“食感のよさ”も評価されています。

独創性　画期的アイディアの実用化「早ゆで」技術の開発

日経産業新聞（昭和61年8月29日付）▶

こ
だ
わ
り
の
ブ
ラ
ン
ド

冷
凍
パ
ス
タ

早
ゆ
で
パ
ス
タ

1986
（昭和61）年

1982
（昭和57）年

ゆでる前 ゆで上がり

“風ぐるま”形状にすること
で、“ゆで時間の短縮”と
麺の中心に芯が残る理想
的な“アルデンテ食感”を
実現。
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「青の洞窟」

［ 現 在 ］

イタリアの最高級パスタとし
て高く評価されている「ディ・
チェコ社」のパスタ製品の取
扱いを始めました。

厳選したデュラム小麦を使用したグルメのための本
格的な日本のパスタ。表面にザラつきを持たせ濃厚
なソースに良く絡むこだわりのブランドです。

マ・マーブランドの誕生50周
年の年にもちもちとした食感
が特長の“生パスタ”を使った
新しい商品が登場しました。

2010（平成22）年
「マ・マー スーパープロント」を発売

1993
（平成5）年

1995
（平成7）年

1995
（平成7）年

お弁当用冷凍パスタ

「弾む生パスタ」シリーズがデビュー

冷凍パスタ

1993（平成5）年
冷凍スパゲティを発売

2005
（平成17）年

スパゲティにV字型の
切り込みを入れ、ゆ
で時間を5分に半減。

ゆでる前 ゆで上がり
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新製品のご紹介

日清お菓子百科 ふんわりくちどけ ホットケーキミックス チャック付

マ･マー 弾む生パスタ ラザニア、卵とチーズのグラタン ペンネ

ほんのりメープルが香る、
ふんわり食感のホットケーキミックスが
チャック付パッケージで新登場

「弾む生パスタ」シリーズからついにラザニアが登場！
グラタンの新メニューも見逃せない！
新発売の「ラザニア」は、4層のラザニアに2層の肉感あふれるボロネーゼソー
スと3層のクリーミーなホワイトソースが重なり、深い味わいをお楽しみいただ
けます。独自の配合と独自の技術を活かした生パスタのもちもちとした食感が
たまりません！
また、同シリーズのグラタンに「卵とチーズのグラタン ペンネ」が加わりまし
た。チーズ・バター・生クリームに卵を加え、黄金バランスでおいしさを演出し
ています。もちもち食感の生パスタに相性バッチリのコクのあるソース、さら
にベーコンとチーズの香ばしさがクセになります。

ホットケーキミックスの消費実態を調査したところ、70%以上の方が
ホットケーキ以外のメニューも作っていることが分かりました（日清
フーズ調べ、2013年5月）。そこで、お好きな分量だけ使うことができ、
保存にも便利なチャック付パッケージを採用しました。また、独自の配
合技術により、より“ふんわりとした食感”を実現し、くちどけの良さを
お楽しみいただけます。

日清フーズ（株） ミックス粉

冷凍食品日清フーズ（株）

ラザニア 卵とチーズのグラタン ペンネ 出典：当社調べ

今、生パスタが熱い！
マ・マー製品は、冷凍生パスタ市
場で約80%のシェアを占めていま
す。 「マ・マー 弾む生パスタ」シリー
ズはなんと全18種類！ 食べたい時
にお好きな味をもちもち食感ととも
にお楽しみください。

2010
年度

2011
年度

2012
年度

急成長を遂げる冷凍生パスタ市場

市場規模 金額シェア

0

10

20

30

40

50

60

2012
年度

8.5億

32.0億

59.6億

80.4%

2年で
約7倍

マ・マーが
約8割

卵黄風ソースで
とろける
おいしさ

重なる層で
深い味わい

（単位：円）

独自の
配合技術

ふんわりくちどけ
ホットケーキミックス
チャック付（600g）
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離乳してから
4ヶ月齢前後までの幼犬用
（パフドライタイプ）（210g）

5ヶ月齢から
1歳前後の幼犬用

（パフドライタイプ）（270g）

イチョウ葉＋PS

いぬのしあわせ プッチーヌ 超小型犬専用 幼齢期用

イチョウ葉エキスとPS（ホスファチジルセリン）の独自の組み合わせにより
“聡明で冴えた毎日をサポート”

幼いワンちゃんのために食べやすさやおいしさにこだわったフードが登場
体が小さく、体重あたりの要求カロリーが高い超小型
犬の幼犬向けに、成犬用に比べ、高たんぱく、高脂肪、
高エネルギーの設計としました。また、「パフドライ粒」
を採用し、噛むことで粒の断面と歯がこすれ歯石がつ
きにくい設計となっています。愛犬の健やかな成長に
オススメの一品です。

栄養補助食品

ドッグフード

日清ファルマ（株）

日清ペットフード（株）

＜ご購入のお問い合わせ先＞
日清ファルマ（株）販売代理店　（株）ビイ・エス・ティ
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））

「イチョウ葉＋PS」は、欧米での注目度が高い2つの健康素材、
イチョウ葉エキスとPSを組み合わせた栄養補助食品です。
PSは細胞膜を構成する脂質の一種で、特に脳内では全リン脂
質の18%を占める重要な成分です。1パック（1日分）あたり、
イチョウ葉エキスを120mg、PSを100mg配合し、自分らしさ
を失わずに生きたいというニーズにお応えします。いつまでも
若々しく元気に過ごしたい方に最適です。

イチョウ葉＋PS（1パック6粒（2.1g）×30）

日清ペットフード　ウェブサイト
URL http://www.nisshin-pet.co.jp/ 
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株主の皆様とのコミュニケーション
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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。
• 施設見学は徒歩で1時間程度を予定しており、見学通路には階段の昇降箇所がございます。
• 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ご
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26年3月：個人株主様工場見学会のご案内
日清製粉（株）鶴見工場で個人株主様工場見学会を実施いたします。以下にご案内申し上げます。

工場見学会
専用

個人株主様 東灘工場見学会のご報告
本年9月20日に日清製粉（株）東灘工場に
て、個人株主様工場見学会を開催いたしま
した。
多数のご応募の中から抽選の結果、85名
の株主様及びご同伴者様にご参加いただ
き、原料小麦の受入れから小麦粉の製造
工程等を見学していただきました。質疑応
答の時間には、多くの皆様より貴重なご意
見や応援のお声を頂戴し、有意義なコミュ
ニケーションを図ることができました。

平成26年3月19日（水）
①午前の部（9：00〜12：00）	 （JR川崎駅集合8：30）
②午後の部（14：00〜17：00）	（同13：30）

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 1月10日（金）必着
※�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

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。

各回70名様（株主ご本人様とご同伴者1名様まで）
平成25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。
※�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。
※�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

日清製粉（株）東灘工場

平日9:30～17:30（土・日・祝日及び年末年始を除く）
※�上記お問い合わせ先は、平成26年3月19日（水）まで
　ご利用いただけます。
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CSRトピックス

復興支援セミナーの開催 社員ボランティアによる各種教室の開催
復興に取り組む事業者やNPOの方々をお招きして、社員
の自主的な参加による復興支援セミナーを定期的に開催
しています。

首都圏に避難されている方や被災した学童クラブ、保育所等を訪問して日
清アソシエイツ（株）の樹脂粘土を使ったクレイアート教室を開催。社員ボ
ランティアが教室の運営をサポートしています。

製粉ミュージアム 開館1周年

復興支援活動

製粉をテーマにした世界的にも貴重な企業文化施設として「製粉ミュージアム」は開館 
1周年を迎えました。平成24年11月の開館以来、国内外から幅広い年齢層の方々にご
来館いただいています。当社創業の地である館林市（群馬県）に立地しており、歴史的
建造物である本館とともに、日本庭園にてゆったりとした憩いの時間をお過ごしいただ
けます。また、新館では、小麦粉の製造工程を映像や模型でわかりやすく紹介していま
す。さらに、小麦粉粘土教室を定期開催し、ご家族でお楽しみいただけるワークショップ
として好評を得ております。ご来館をお待ちしております。

日清製粉グループでは、東日本大震災の直後に被災地へ義援金や支援物資をお届けし、その後も被災された皆様が一日でも早く平穏な生
活を取り戻されることを願って、震災復興支援活動推進事務局を中心に支援活動を継続しています。

福を招くフグのマスコットづくり

樹脂粘土
「グレイス ジュエリーライン」

本館と日本庭園 新館（展示室） 小麦粉粘土教室のようす 小麦粉粘土で作るミニチュアフード

最寄駅： 東武伊勢崎線 館林駅（西口すぐ）

電話番号： 0276-71-2000

開館時間： 10:00～16:30（入館は16:00まで）

休館日： 月曜日及び年末年始等

ウェブサイト: http://www.nisshin.com/museum/
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第2四半期連結貸借対照表
（平成25年9月30日現在）

科　　　目 前連結会計年度
（25年3月31日）

当第2四半期連結会計期間
（25年9月30日）

比　較
（△は減）

 （資産の部）
流動資産 218,468 208,242 △ 10,225
固定資産 243,382 248,836 5,453
資産合計 461,851 457,079 △ 4,771
 （負債の部）
流動負債 99,474 84,116 △ 15,357
固定負債 44,940 45,785 845
負債合計 144,414 129,902 △ 14,512
 （純資産の部）
株主資本 279,843 284,538 4,694
　資本金 17,117 17,117 —
　資本剰余金 9,460 9,472 12
　利益剰余金 256,453 261,087 4,633
　自己株式 △ 3,188 △ 3,140 47
その他の包括利益累計額 29,209 33,859 4,650
　その他有価証券評価差額金 29,894 31,318 1,423
　繰延ヘッジ損益 148 △ 24 △ 172
　為替換算調整勘定 △ 833 2,565 3,399
新株予約権 232 247 15
少数株主持分 8,150 8,531 380
純資産合計 317,436 327,176 9,740
負債純資産合計 461,851 457,079 △ 4,771

（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25年4月1日から平成25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25年4月1日から平成25年9月30日まで）

科　　　目
前第2四半期連結累計期間
（24年4月1日～

24年9月30日）

当第2四半期連結累計期間
（25年4月1日～

25年9月30日）

比　較
（△は減）

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,186 7,140 △ 5,045
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 6,525 5,918 12,443
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 4,083 △ 2,485 1,597
現金及び現金同等物に係る換算差額 78 841 763
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,655 11,415 9,759
現金及び現金同等物の期首残高 46,387 53,249 6,862
現金及び現金同等物の四半期末残高 48,043 64,665 16,622
（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

9

科　　　目
前第2四半期連結累計期間
（24年4月1日～

24年9月30日）

当第2四半期連結累計期間
（25年4月1日～

25年9月30日）

比　較
（△は減）

売上高 221,797 239,322 17,524
売上原価 154,281 167,916 13,634
　売上総利益 67,515 71,405 3,889
販売費及び一般管理費 57,603 61,099 3,496
　営業利益 9,912 10,305 393
営業外収益 1,752 1,673 △ 78
営業外費用 196 134 △ 62
　経常利益 11,468 11,845 376
特別利益 177 290 113
特別損失 381 496 115
　税金等調整前四半期純利益 11,264 11,639 374
法人税等 4,135 4,078 △ 57
　少数株主損益調整前四半期純利益 7,128 7,560 432
少数株主利益 294 441 146
　四半期純利益 6,833 7,119 285
（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

URL  http://www.nisshin.com/ir/ 

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 34,433 ＋ 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. 連結業績見通しは、平成25年10月30日に発表したものです。
 3. 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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10

株式の状況（平成25年9月30日現在）
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■ 株価の推移

■ 発行可能株式総数
　932,856,000株

■ 発行済株式の総数
　251,535,448株
 ※ 平成25年10月1日付で普通株式1株につき

1.1株の割合をもって株式分割を行いました
ので、発行済株式の総数は25,153,544株
増加し、276,688,992株となっております。

■ 株主数
　16,092名（前期末比535名増）

■ 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） 13,178 5.3
株式会社みずほ銀行 11,347 4.5
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 10,431 4.1
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（2,951,031株）を控除して計算しております。

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） 184,939千株 73.5%

■5万株以上 （184名） 30,177千株 12.0%

■5,000株以上 （1,919名） 21,693千株 8.6%

■500株以上 （10,903名） 14,306千株 5.7%

■500株未満 （3,000名） 418千株 0.2%

■金融機関 （90名） 106,273千株 42.3%

■その他法人 （370名） 56,991千株 22.7%

■外国人 （318名） 40,616千株 16.1%

■個人・その他 （15,284名） 39,863千株 15.8%

■証券会社 （30名） 7,789千株 3.1%

■ 株式分布状況
所有者別 所有株数別

※平成25年10月1日付で普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行いました。株価は株式分割を考慮し、遡及して調整しています。
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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
　100株
※ 平成25年10月1日付で500株から100株に
変更いたしました。

株主メモ 会社概要 （平成25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

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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