
第171期 中間ご報告

株主の皆様へ
平成26年4月1日から平成26年9月30日まで



進めています。本年2月に当社のノウハウを導入した最新
鋭の福岡工場が稼働しましたが、続いて来年5月に知多
工場の新ラインが稼働すると、当社の臨海大型工場の生
産能力比率は、全体の約85%まで高まります。
　当社は「お客様満足度で世界一の製粉会社」を目指し、
将来を見据えグローバルな成長戦略を一層加速していく
とともに、これからも国民の主要食糧である小麦・小麦粉
の安定供給という社会的使命を果たしてまいります。

食品事業においても、複数の海外生産拠点の建
設を同時並行で進めていますね。
食品事業は、製粉事業と並ぶ当社グループの基
盤事業です。現在、当社では食品事業の更なる

成長に向け、グローバルな最適立地を見据え新たな生産
体制の構築に取り組んでいます。主力製品の一つである
パスタソースについては、これまで日本・タイで製造して
いましたが、本年10月、世界第3の生産拠点としてベトナ
ムに新工場を建設しました。また、パスタについては、日
本・米国の生産拠点に加え、パスタ原料となる良質なデュ
ラム小麦の世界的産地トルコに来年4月稼働予定でパス
タ工場を建設します。当社が長年培ってきた製造技術や
高度な品質管理ノウハウに加えコスト競争力を備えた工
場として、まずは日本向けを中心に高品質な製品の供給
を開始していきます。

日清ＳＴC製粉

チャンピオン製粉

ミラー・ミリング社

ロジャーズ・フーズ

国内
9工場

8,100トン/日

海外
11工場

7,500トン/日

小麦粉生産能力（原料小麦ベース）
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社長インタビュー

代表取締役
取締役社長

中期経営計画「NNI-120、スピードと成長、拡大」の取
組みについて、大枝社長にインタビューしました。

米国子会社であるミラー・ミリング社が全米第4
位※となり、北米の製粉事業は一気に拡大しまし
たね。
平成24年、当社は当時全米第9位であったミ
ラー・ミリング社を買収し、成長を続ける米国の

小麦粉市場に参入しました。その後、直ちに新ラインの増
設等に着手し生産能力を約30%増強し、同時に積極的な
顧客開拓に取り組みました。販売が伸びる一方で、工場は
フル操業が続き、次なる成長戦略を検討していましたが、
このような中、全米第1位のホライズン・ミリング社（カー

製粉事業は国内の小麦粉市場で約4割を占め
トップシェアを持っていますが、海外の事業規模
はどのくらいになったのですか。
海外の小麦粉生産能力は、平成24年の中期経
営計画スタート時にロジャーズ・フーズ（カナダ）

と日清STC製粉（タイ）を合わせて1日当たり760トンでし
た。現在はこれにミラー・ミリング社（米国）とチャンピオ
ン製粉（ニュージーランド）を加え、同7,500トンと約10倍
の規模となり、国内の生産能力に匹敵するまでに拡大しま
した。引き続きPMI※を着実に実行し、海外事業の拡大に
取り組んでいきます。
※ 買収後の経営統合を推進する施策のこと

国内ではコスト競争力の強化に向け、小麦粉供
給体制の整備に力を入れていますね。
国内で消費される小麦は約9割が海外から輸入
されています。現在、TPP等の国際貿易交渉が行

われていますが、当社は、将来に想定される海外の製粉
会社や海外からの輸入小麦粉との競争においても勝ち抜
けるコスト競争力を備えた臨海大型工場への生産集約を

ギル社の子会社）と3位のコナグ
ラ社による製粉部門の合併の動
きに対し、米国司法省が独禁法
の観点から4工場の売却を指示
しました。当社は、本年5月にこ
の4つの製粉工場を買収し、こ
れによりミラー・ミリング社は全
米第4位※に躍進しました。今後、
カナダのロジャーズ・フーズと
も相互に連携し、当社の強みである技術力や製品開発力
を武器に、スピード感を持って北米事業を更に拡大してい
きます。
※ 順位は小麦粉生産能力（原料小麦ベース）で当社推定

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、「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」に取り組んでいます。スタートから3年目を迎え、積極的な営業活
動や海外事業の拡大により一定の具体的成果が得られた一方で、171
期上半期の業績は、消費税率引上げによる需要の変動や原材料価格
の上昇等もあり厳しいものとなりました。足元の業績回復・向上に注力
するとともに、引き続き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企業グループを目指していく所存で
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11月　

4工場買収のクロージングセレモニーで、
各社代表と握手する大枝社長。
左がカーギル社Scott Portnoy副社長、
右がコナグラ社Paul Maass社長

＜概要＞
■事業内容	 調理加工食品の製造・販売
■生産能力	 約1万トン／年

平成26年5月

製粉事業の海外展開

ベトナム日清製粉



マ･マー 早ゆでマカロニシリーズをリニューアル！

ジェーピースタイルに初の 　　　　　　　　　登場！

“早ゆで”と“食感の良さ”を両立！ 
当社独自製法により“早ゆで”でありながら、しっかりとした弾力の
ある食感を実現しました。保存に便利なチャック付です。

表面のなめらかさを活かす“内溝”タイプ

ソースが絡みやすいよう、
ゆで上がりにリガーテ（細かい溝）

を残す“外溝”タイプ

マカロニはサラダ以外にも用途がたくさん！
当社グループウェブサイト「小麦粉＆パスタレシ
ピ」では、当社製品を使用したアレンジレシピを
紹介しています。
http://www.nisshin.com/entertainment/recipe/

国内製造のプレミアムペットフード「ジェーピースタイル」から、
チワワ・ミニチュアダックス・トイプードルなどの超小型犬向け
ドッグフードを新発売しました。

～年代別の幅広いラインアップ～

日清フーズ（株）

日清ペットフード（株）

ブロッコリーとコーンの
クリームパスタ

ピーマン・パプリカの
カラフルミートソース

「青の洞窟」ブランドに新シリーズ誕生！
日清フーズ（株）

ア レ ン ジ レ シ ピ

小食・偏食でも飽きずに食べる！

室内飼育で気になる便臭を低減

•  嗜好性の高いチキンレバーパウダーを配合
•  脱酸素剤入り・小分け分包で、できたてのお
いしさをキープ

•  天然由来の消臭成分配合
•  消化の良い微粉砕原料使用

1～6歳

幼犬 7歳
以上

11歳
以上

14歳
以上

ご家庭ではなかなか作ることのできない
贅を尽くしたメニューをご堪能ください。

野菜にこだわったメニューを
ご提案します。

平成7年のブランド誕生以来、家庭で本格的なイタリアンを楽しめる高付加価値ブランドとして支持され
ている「青の洞窟」。このたび、さらに贅を尽くした『青の洞窟	PREMIUM』、野菜にこだわった『青の洞窟	
Vegetable』の２つの新シリーズが誕生しました。

青の洞窟 PREMIUM 青の洞窟 Vegetable

パスタソース

魚介のトマトクリーム
オマール海老仕立て

牛肉と赤ワインのソース
マスカルポーネチーズ仕立て

専用ウェブサイトで商品情報や
アレンジレシピを公開中

『青の洞窟Club』
http://aodo.jp/

のご紹介

ゆでる前 ゆで上がり

ゆでる前 ゆで上がり

超小型犬シリーズ

日本で飼育されている犬の約4割が超小型犬

超小型犬
39.6%

小型犬
30.0%

中型犬
19.6%

大型犬他
10.8%

平成25年、ペットフード協会調べ

開発
背景

冷凍パスタ 冷凍パスタ

野菜がおいしい
ポモドーロ  ペンネ

熟成ベーコンの
カルボナーラ

マスカルポーネの
ボロネーゼ

マ・マー 早ゆで3分
ストレートマカロニ

マ・マー 早ゆで3分
ペンネ

ジェーピースタイル 超小型犬専用
1〜6歳までの成犬用（ドライタイプ）
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新製品のご紹介



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27年3月：個人株主様東灘工場見学会のご案内
個人株主の皆様向けに日清製粉（株）東灘工場の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9月19日に日清製粉グループ製粉ミュージアムにて、
個人株主様施設見学会を開催いたしました。

平成27年3月25日（水）
午前の部  9時30分～12時30分（JR住吉駅集合9時00分）
午後の部  14時00分～17時00分（　　同　　13時30分）

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27年1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各回50名様（株主ご本人様とご同伴者様1名まで）
平成26年9月30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。
※�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。

 ※�ご同伴者様は中学生以上とさせていただきます。

開催
日時

（予定）

応募
方法

お問い
合わせ先

日清製粉（株）東灘工場：兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町14
※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。

開催
場所

募集
人数

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。）参加費

製粉ラボ教室 製粉機械の前にて 4班にわかれての記念撮影

※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27年3月25日（水）まで
　ご利用いただけます。

株主見学会のご案内

5



6

財務ハイライト
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第169期
平成25/3

第170期
平成26/3

第171期
平成27/3

第169期
平成25/3

第170期
平成26/3

第171期
平成27/3

第169期
平成25/3

第170期
平成26/3

第171期
平成27/3

114 118 109

68 71 7199 103 862,217 2,393 2,469

4,555
4,959

5,300
（予）

217 222 200
（予）

152
（予）

240
（予）247

255

136
150

第2四半期累計 通期 第2四半期累計 通期
経常利益 第2四半期累計 通期
当期（四半期）純利益 第2四半期累計 通期

売上高 営業利益 経常利益／当期（四半期）純利益

■	主要連結財務データ

（注） １．記載金額は、億円未満（1株当たり指標は円未満）を切り捨てて表示しております。
 ２．（予）は平成26年10月30日に発表した業績予想（平成26年４月１日～平成27年３月３１日）であります。
 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。

第169期（平成25年3月期） 第170期（平成26年3月期） 第171期（平成27年3月期第2四半期）

売上高 4,555億円 4,959億円 2,469億円

海外売上高 351億円 585億円 340億円

海外売上高比率 7.7% 11.8% 13.8%

営業利益 217億円 222億円 86億円

経常利益 247億円 255億円 109億円

当期（四半期）純利益 136億円 150億円 71億円

1株当たり当期（四半期）純利益 45円 50円 23円

総資産 4,618億円 4,710億円 4,880億円

純資産 3,174億円 3,340億円 3,437億円

1株当たり純資産 1,027円 1,079円 1,109円

1株当たり年間（中間）配当金 20円 20円 10円

（注）  平成25年10月1日付、及び平成26年10月1日付でそれぞれ普通株式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25年3月期の期首に行われたと仮定して、1株当たり当期（四半期）純利益および1株当たり純資産を算定しております。



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。

■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26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
27,668,899株増加し、304,357,891株となっております。

■株主数	 　17,674名（前期末比72名減）

■株式分布状況（所有者別）

株主メモ会社概要	（平成26年9月30日現在）

株式の状況（平成26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
■役　員
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
■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。

金融機関 （86名） 116,269千株 42.0%
その他法人 （366名） 64,545千株 23.3%
外国人 （363名） 44,775千株 16.2%
個人・その他 （16,830名） 41,762千株 15.1%
証券会社 （29名） 9,335千株 3.4%


