
第170期 ご報告

株主の皆様へ
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで
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代表取締役
取締役社長

社長インタビュー
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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、大枝社長にインタビューしました。

平成２５年度は中期経営計画の２年目の年でした
が、大枝社長にとって、どのような１年だったで
しょうか。
将来の成長、拡大に向け順調に施策を進めるこ
とができたと手応えを感じています。

　この1年は引続き「トップライン（売上高）の拡大」と「海
外事業の拡大」に最優先で取り組み、国内では製粉や加
工食品事業で販売数量を伸ばすとともに、海外では製粉
事業を中心に積極的な営業活動やM&Aの効果等により

事業を拡大することができました。
　また、加工食品事業ではアジア等における新たな拠点
の設立を決定しました。将来の成長、拡大に向けた施策は
順調に進んでいると手応えを感じています。

本年５月に新たに米国の製粉４工場を買収しま
したが、海外の小麦粉生産能力はどのくらいに
なったのですか。
製粉事業の海外生産能力は、国内の生産能力に
匹敵する水準まで拡大しました。

　２０１２年に買収した米国のミラー・ミリング・カンパニー
LLC（以下、ミラー・ミリング社）は、順調に事業を拡大して

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。
　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、中期経営計画「NNI–120、スピードと
成長、拡大」に取り組んでいます。第１７０期につきましても積極的
な営業活動や海外事業の拡大など様々な施策を実行してまいりま
した。これからも、一層の業容拡大に努め、ステークホルダーの皆
様から積極的に支持され続けるグループをめざし、努力を重ねて
まいる所存であります。
　何卒、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26年6月　
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きましたが、本年５月に新たに米国の製粉４工場を買収し、
全米で第４位※の製粉会社に躍進しました。これにニュー
ジーランド・カナダ・タイを加えた製粉事業の海外生産能
力は、国内に匹敵する規模となり、国内外を合わせた生産
能力では、世界で第６位※となりました。
　今後も成長が見込まれる北米・東南アジアの海外製粉
市場で、規模の拡大を図るとともに、当社の技術力、及び
提案力を活かし、「お客様満足度」で世界一の製粉企業を
目指していきます。
※順位は当社推定、生産能力は原料小麦ベース

加工食品でも、事業拡大に向けた施策を次々に
決定されましたね。
国内外で成長分野への投資を積極的に進めま
した。

　プレミックスについては、成長著しいＡＳＥＡＮ市場での
事業拡大を目指し、タイのプレミックス工場の生産能力
を本年末までに２５％増強するとともに、インドネシアで
の営業活動を本格的に開始しました。また、パスタについ
ては、原料となる良質なデュラム小麦の産地であるトル
コに合弁会社を設立することを決定し、今後、日本のパス
タのトップメーカーとして、日本向けに加え、ヨーロッパ・
アジア・アフリカ等の海外マーケットにおいて、パスタの
販売を推進していきます。パスタソースについては、ベト
ナムに新会社を設立し、本年秋に新工場を稼働させる予
定です。
　さらに、高品質で簡便性に優れ、お客様から高い評価を
いただいている冷凍パスタの供給体制を強化するため、
来年5月の稼働予定で、マ・マーマカロニ（株）神戸工場に
高能力・最新鋭の冷凍食品新工場を建設することを決定
しました。

 

国内
9工場

8,100トン/日

海外
11工場

7,500トン/日

ミラー・ミリング社（アメリカ）、
チャンピオン製粉（ニュージーランド）、
ロジャーズ・フーズ（カナダ）、
日清ＳＴC製粉（タイ）

函館、千葉、鶴見、
名古屋、知多、東灘、
岡山、坂出、福岡

高い人気を誇る当社グループの冷凍パスタ

海外生産能力が国内に匹敵！
小麦粉生産能力（原料小麦ベース）

アメリカ合衆国

ロサンゼルス工場
フレズノ工場

オークランド工場

サギノー工場

ウィンチェスター工場

ニュープラーグ工場 本社

本社
新規に取得した工場
既存の工場

ミラー・ミリング社

全米第4位の規模に躍進
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も、積極的な設備投資を実行するとともに、品質保証体
制の整備に取り組んできました。今後も、更なる食品安全

（フードセイフティ）、食品防御（フードディフェンス）の強
化など、消費者の視点を第一として、製品の安全・安心に
最優先で取り組んでいきます。

今後の株主還元の考え方についてお聞かせ下
さい。
成長、拡大に向けた戦略投資を実行すると同時
に、株主の皆様への利益還元も機動的に行って
いきます。

　利益配分に関しまして、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％以上を基準として配当を継続的に行っていくことを
基本としています。また、昨年は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、実質増
配とさせていただきました。
　今後においても、中期経営計画に掲げる成長、拡大に
向けた戦略投資を実行し、将来の企業価値を高めていく
と同時に、利益還元も機動的に行い、株主の皆様のご期
待に応えてまいります。

社長インタビュー
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コスト競争力の強化に向け、福岡工場の新設と
知多工場の新ラインの増設を並行して進めてい
ましたが、進捗はいかがでしょうか。
福岡工場は本年２月に予定通り稼働しました。知
多工場の新ラインも来年５月の稼働に向けて順
調に工事が進んでいます。

　福岡工場は当社が創業以来１１４年に亘って培ってきた
製粉技術を結集した最新鋭の工場です。臨海部に位置す
る福岡工場の稼働に伴い、内陸部の筑後工場（福岡県筑
後市、本年4月閉鎖）、鳥栖工場（佐賀県鳥栖市、本年6月
閉鎖予定）からの生産集約による生産性向上を実現し、お
客様へこれまで以上に安定的かつ効率的に小麦粉をお届
けします。また、愛知県の知多工場の新ライン増設も、来
年の5月の稼働に向けて順調に工事が進んでいます。
　当社は、今後も引き続き、将来想定される海外からの
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
に積極的に取り組んでいきます。

Ｐ.4参照

食の安全に対する取組みに関心が高まっていま
すが、品質保証体制のあり方についてお聞かせ
下さい。
消費者の視点からの品質保証を第一として、製
品の安全・安心に最優先で取り組んでいます。

　当社は「健康で豊かな生活づくりに貢献する」を経営理
念として、国民の主要食糧である小麦粉等の安定供給を
確保し、各事業において安全・安心な製品をお届けするこ
とをグループの社会的使命と考えております。これまで
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特集：福岡工場が稼働

さらなる満足を、すべてのお客様へ。
日清製粉(株)福岡工場

須崎埠頭

福岡工場

九州の穀物基地である博多港に位置し、原料（小麦）受入から
製品（小麦粉）供給までを効率的に行える最適な立地。

最適立地

世界最高水準・最新の製粉機械を活用し、九州の多様な粉食
文化にお応えしたバラエティ豊かな小麦粉を安定的に供給。

最新技術

食の安全に徹底的にこだわった設計と、入退場管理等の食品防御
（フードディフェンス）にも配慮された厳格な安全管理。

安全安心

省電力の機器を製造ラインの要所に装備し、環境負荷に配慮。環　境

東日本大震災後に、製粉業界で初めて建設された臨海大型工場
として、揺れを制御する最新機能、従来以上に配慮された高潮対
策等を導入。

防　災

福岡工場 概要（2014年5月現在）

■所在地
〒810-0071 福岡市中央区那の津4丁目2番1号
■小麦粉生産能力（原料小麦ベース）
1日当たり550トン
■立体自動倉庫（小麦粉）収容力
約21万袋（1袋＝25㎏）
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新製品のご紹介

日清 から揚げ粉 “自然解凍タイプ” マ･マー ２種のマカロニサラダ
トマト味&マヨネーズ風味

T-アリイン

「ファインアロマプラス」シリーズ

１９７４年発売のロングセラー製品をリニューアル！ 顆粒粉を新しくしたことで袋
から出しやすく、粉が舞いにくくなり、使いやすさが向上しました。香りたつスパ
イスと香味野菜の風味がきいたから揚げをお楽しみいただけます。
日清フーズのから揚げ粉は、お手軽調理から本格派まで、気分やスタイルに合
わせて選べる豊富なラインアップを揃えています。

自然解凍タイプのマカロニサラダです。当社独自の技術により、自然
解凍でもプリプリとした食感を実現しました。トマト味とマヨネーズ風
味の2つの味わいをお楽しみいただけます。

普段の食事からは摂りづらいタマネギ成分“タマネギアリイン”（イソアリイン、
シクロアリイン、メチイン）を当社独自の製法で濃縮した栄養補助食品です。
男性の活力をサポートし、やる気に満ちた前向きな毎日を応援します。

ペットだけでなく飼い主にとっての価値にも配
慮した業界初のシリーズです。飼い主も“おい
しそう”と感じる香りを付加したほか、ペットの
美容やパッケージの使いやすさにも配慮して
います。

◀〈ドッグフード〉
プッチーヌ
ファインアロマプラス
イベリコ豚のグリル風味

〈キャットフード〉▶
懐石

ファインアロマプラス
イベリコ豚とシーフード

の炭火焼BBQ風味

揚げない
調理タイプ まぶしタイプ 水溶きタイプ もみ込みまぶし・

漬込みタイプ

日清フーズ（株） 常温商品

日清フーズ（株） 冷凍食品

日清ファルマ（株） 栄養補助食品

日清ペットフード（株） ドッグフード・キャットフード
「日清 から揚げ粉」はから揚げ以外の様々な料理にも応用できます。

〜 日清フーズのから揚げ粉シリーズ 〜

今年で
40周年

お弁当に
ピッタリ

飼い主にも
嬉しいを
プラス

＜ご購入のお問い合わせ先＞
日清ファルマ（株）        0120-240-320（9時〜21時、年末年始を除く）
ウェブサイト： http://www.wgh-shop.jp/t-alliin/

簡便派 こだわり本格派

日清製粉グループウェブサイ
ト『小麦粉＆パスタレシピ』で
は、当社製品を使ったアレン
ジレシピを公開しています。
是非ご覧下さい。

http://www.nisshin.com/
entertainment/recipe/スパイシーチキンと

レタスのパスタサラダ
カジキマグロの
香りパン粉焼き

スパイシー
ジャーマンポテト

掲載レシピ
の一例

URL

ア レ ン ジ レ シ ピウェブサイトで を紹介

50代男性が
メイン

ターゲット
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株主見学会のご案内
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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、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ご
同伴者様の個人情報は見学会の実施以外
の目的では使用いたしません。

平成26年9月：個人株主様製粉ミュージアム見学会のご案内
個人株主の皆様向けに製粉ミュージアムの見学会を開催いたします。以下にご案内申し上げます。

製粉ミュー
ジアム見学
会専用

個人株主様 鶴見工場見学会のご報告
本年3月19日に日清製粉（株）鶴見工場にて、
個人株主様工場見学会を開催いたしました。

平成26年9月19日（金）
第一部  10時15分～13時50分（東武伊勢崎線館林駅集合10時00分）
第二部  12時35分～16時10分（　　　　同　　　　　　12時20分）
・製粉ミュージアムの概要説明、見学
・昼食（当社でご用意いたします。）

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
平成26年8月8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
「製粉ミュージアム見学会」係

 0120-087-078

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。

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26年3月31日現在で当社株式を500株以上所有の個人株主様
を対象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）鶴見工場

※平日9:30～17:30（土・日・祝日を除く）
※�上記お問い合わせ先は、平成26年9月19日（金）まで
　ご利用いただけます。
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CSRトピックス
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製粉ミュージアム「製粉ラボ教室」
製粉ミュージアムは世界的にも貴重な企業文化施設として、多くの皆様に製
粉の歴史と技術に触れていただき、群馬県館林市における観光資源や教育資
産として寄与しています。当施設では新たなワークショップ「製粉ラボ教室」
を開催しています。製粉工場で稼働している「ロール機」と「シフター」のミニ
チュアを使って、小麦から小麦粉を取り出す工程を体験していただけます。

■開催概要
開催日時 毎月第一、第三日曜日の午後１時〜と午後３時〜（各１時間）

対　象 小学生以上の方

参加費 無料　※別途、入館料が必要です。
 大人200円、子供（小・中学生）100円

参加方法 お申込みは不要です。
ご来場の際に受付までお申し出下さい。（開催日にご注意下さい。）
※団体で参加を希望される場合は、事前にお電話でお問い合わせ下さい。

お問い
合わせ先

製粉ミュージアム
電話番号：0276-71-2000
所在地： 群馬県館林市栄町6-1

（東武伊勢崎線館林駅西口すぐ）
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）
http://www.nisshin.com/museum/

小麦粒を入れます。
ミニチュアロール機

右側のハンドルを
回すと、細かい溝
の入った２つの
ローラーが小麦を
細かく砕きます。

ミニチュアロール機で粉砕した
小麦を入れます。

※小麦粒の表皮のことで、
　飼料やペットフードなど
　に使われます。

ミニチュアシフター

中には網目の大き
さが異なるふるい
が入っており、ス
イッチを入れると
小麦粉とふすま※に
ふるい分けます。

製粉ミュージアム
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1株当たり純資産 1株当たり当期純利益 1株当たり配当金 配当性向

財務ハイライト

9

売上高／海外売上高比率 営業利益 経常利益／当期純利益

■ 主要連結財務データ

（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。

第168期（平成24年3月期） 第169期（平成25年3月期） 第170期（平成26年3月期）

売上高 4,419億円 4,555億円 4,959億円

海外売上高 202億円 351億円 585億円

海外売上高比率 4.6% 7.7% 11.8%

営業利益 231億円 217億円 222億円

経常利益 261億円 247億円 255億円

当期純利益 133億円 136億円 150億円

１株当たり当期純利益 48円 50円 55円

総資産 4,319億円 4,618億円 4,710億円

純資産 2,987億円 3,174億円 3,340億円

１株当たり純資産 1,066円 1,130円 1,187円

１株当たり年間配当金 20円 20円 20円

（注）  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っております。これに伴い、当該株式分割が平成24年3月期の期首に行われたと仮定して、
1株当たり当期純利益および1株当たり純資産を算定しております。
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■発行可能株式総数 　932,856,000株
■発行済株式の総数 　276,688,992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株増加しました。

■株主数 　17,746名（前期末比2,189名増）
■株式分布状況（所有者別）

株主メモ 会社概要

株式の状況（平成26年3月31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（平成26年3月31日現在）

■役　員 （平成26年6月26日現在）
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
常務取締役 岩　㟢　浩　一
取締役 原　田　　　隆
取締役 小　川　寧　彦
取締役 毛　利　　　晃
取締役 中　川　真佐志
取締役 山　田　貴　夫
取締役 見　目　信　樹
取締役 佐　藤　　　潔
取締役 奥　村　有　敬
取締役 三　村　明　夫
監査役（常勤） 正　木　康　彦
監査役（常勤） 吉　馴　和　哉
監査役 河　和　哲　雄
監査役 伏　屋　和　彦
監査役 伊　東　　　敏

■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）

（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。

株主優待のご案内
優待の内容  当社グループの日清フーズ製品詰め合わせセットまたは日清

ファルマ製品から一つをお選びいただきます。
対象となる株主様  毎年３月３１日現在で当社株式を500株以上ご所有の株主様。

 お申込方法等につきましては、対象となる株主様へ7月上旬に株主優待のご案内
を別途お送りいたします。

■金融機関 （93名） 118,632千株 42.9%
■その他法人 （369名） 63,528千株 23.0%
■外国人 （338名） 43,595千株 15.8%
■個人・その他 （16,915名） 42,478千株 15.3%
■証券会社 （31名） 8,454千株 3.0%
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東京都千代田区神田錦町一丁目25番地
URL   http://www.nisshin.com

環境に配慮したFSC® 認証紙と植物油インキを 
使用しています。
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