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事業の自立的な成長等を柱とする新たな基本戦略を実行
し、着実に利益成長を図っていきます。

〈業績目標〉 平成32年度
目標

年平均
成長率

平成26年度
実績

連結売上高 7,500億円 6% 5,261億円

連結営業利益 300億円 7% 204億円

EPS
（1株当たり当期純利益） 80円 8% 53円

　また、資本効率の向上を掲げ、将来に向けた投資
（M&A、設備投資）を積極的に実行するとともに、株主の
皆様への利益配分につきましても、連結ベースでの配当性
向の基準を従来の30%以上から40%以上に引き上げ、今
後、さらに配当の上積みを図っていくと同時に、自己株式取
得も機動的に行い、株主還元を一層積極化していきます。

株主還元が従来よりも積極化されるのですね。

当社は株主還元強化の一環として、平成25年10
月、及び平成26年10月に2年連続で1株を1.1

株にする株式分割を行いました。分割後の1株当たり配当
金を据え置いたので、実質的にそれぞれ1割の増配となっ
ています。これに加えて、前期末配当で2円の増配を実施
し、更に今期年間配当でも2円の増配を予定しています。
  今後も、資本効率の向上と財務の安定性のバランスを
取りながら、将来の成長に向けた投資を推進するととも
に、更なる配当の上積み、機動的な自己株式の取得等、
従来以上に積極的に株主還元に取組み、株主の皆様のご
期待に応えてまいります。
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社長インタビュー

代表取締役
取締役社長

平成24年4月から中期経営計画「NNI–120」がス
タートしましたが、振り返ってみると、大枝社長に
とっては、どのような3年間だったでしょうか。
この3年間、当社グループは、将来の成長を見据
え、戦略的な投資を積極的に実行し、いくつかの

大きな成果を挙げることが出来ました。
　先ず海外の製粉事業では、平成24年3月に、当時、全
米9位であったミラー・ミリング・カンパニーLLC（以下、
ミラー・ミリング社）を買収し、世界最大の米国小麦粉市
場に参入しました。ミラー・ミリング社は、その後も順調
に成長を続け、昨年5月には新たに4つの製粉工場を買収
し、米国で第4位の製粉会社に躍進しました。また、平成
25年2月には、ニュージーランド最大のチャンピオン製粉

までで関東、中部、関西、九州の主要消費地では臨海大
型工場への生産集約をほぼ完了しました。さらに消費者
の皆様にご好評いただき販売が好調な冷凍パスタ事業の
更なる成長のために、本年5月、マ・マーマカロニ（株）神
戸工場に新たに冷凍食品工場を建設しました。
　これらの新たな事業拠点は全て、当社グループの将来
の成長を支える重要拠点です。引き続き、施策の成果を
挙げるべくグループ一丸となって取組み、企業価値の継
続的な向上を目指してまいります。

本年5月に新経営計画「NNI–120 Ⅱ」が発表され
ましたが、どのような内容なのでしょうか。
当社グループは、この3年間、事業構造の変革を
スピード感を持って積極的に進めてきましたが、

今後、持続的な成長に向けて新たなステージに入ってい
きます。
　新経営計画「NNI–120 Ⅱ」では、最優先戦略を「トップ
ライン（売上高）の拡大」から「収益基盤の再構築」へ大き
く舵を切り、平成27年度をスタート地点として、最終年度
の平成32年度（2020年度）に、売上高7,500億円、営業
利益300億円を達成することを業績目標に掲げました。
コア事業の収益基盤の再構築や買収事業を含めた既存

Ltd.を買収しました。その結果、既存のカナダ、タイの製
粉会社も合せた当社の製粉事業の海外売上高比率は、平
成23年度の5.8%から飛躍的に上昇し、本年度は４割に近
い水準にまで拡大する見通しです。
　食品事業ではグローバルな最適生産体制の構築に向
け、当社が長年培った製造技術や高度な品質管理ノウハ
ウを導入し、ベトナムにパスタソースの工場を、そしてト
ルコにパスタの工場を同時並行で建設しました。
　一方、国内では、小麦粉の販売シェアアップに取組み、
積極的に大切なお得意先様との関係強化を図りました。
また、生産体制では、グローバル競争に勝ち抜けるコスト
競争力を備えた小麦粉供給拠点として、昨年2月に福岡
工場、本年5月には知多工場新ラインを稼働させ、現時点

　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、平成24年4月より中期経営計画「NNI–120」をス
タートし、海外を中心に積極的に業容拡大を進めてきました。一方、昨
年実施された消費税率の引き上げや急激な円安に伴う原材料価格の
上昇等、当社グループを取り巻く事業環境は大きく変化しております。
このような環境変化に臨機に適合し、持続的な成長を遂げていくため、
当社グループは創業120周年となる平成32年度（2020年度）を最終
年度とする新経営計画「NNI–120 Ⅱ（バージョンⅡ）」を今回新たに策定
しました。この新経営計画を実行し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ま
いります。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27年6月　

基本戦略は3頁の表①を参照

株主還元は３頁の表②を参照
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■製粉事業の海外売上高及び海外売上高比率
　※連結の海外売上高比率は9頁を参照



平成26年2月

■日清製粉（株）
　福岡工場稼働

■ミラー・ミリング・
　カンパニーLLC（米国）
　製粉4工場買収

■ベトナム日清製粉Co., Ltd.
　パスタソース等
　レトルト食品 新工場稼働

■日清製粉（株）
　知多工場新ライン稼働
■トルコ日清製粉 A.S.
　パスタ 新工場稼働
■マ・マーマカロニ（株）
　冷凍食品 新工場稼働

平成26年5月 平成26年10月 平成27年5月

これ以前の主な戦略投資
平成24年3月 ■ミラー・ミリング・カンパニーLLC買収
平成25年2月 ■ニュージーランド最大のチャンピオン製粉 Ltd.買収
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新経営計画『NNI-120 Ⅱ』の概要
～収益基盤の再構築と成長、並びに株主還元強化～ 急速に海外及び国内の生産拠点の整備・拡充を実行

新経営計画では最優先戦略を、これまでの「トップラインの拡大」から、ボトムラインを重視した「収益基盤の再構築」へと 
大きく舵を切ります。以下の新たなグループ基本戦略の実行により、着実な利益成長を目指すとともに、株主還元を一層
積極化してまいります。

当社グループは、平成24年4月にスタートした中期経営計画「NNI－120」の取組みの中で、グローバルな事業拠
点を着々と整備し、業容を拡大してきました。これらの拠点は、新経営計画「NNI－120 Ⅱ」において、当社グルー
プの成長に重要な役割を果たしていきます。

（１）  事業ポートフォリオの最適化を実行し重点分野へ経営資源
を集中的に投入

　①コア事業（製粉、加工食品）の安定した収益基盤の再構築
　②成長分野の事業を積極的に伸ばす
　③収益性・成長性が見込めなくなった事業の速やかな再編

（２）  買収した事業を含めた既存事業の自立的な成長
（３）  新規戦略投資（M&A、設備投資）の積極的な実行
（４）  コスト競争力の強化と安全・安心な製品の供給の両立
（５）  将来の成長を見据えた核となる人材の確保・育成
（６）  資本コストを上回る収益率（ROE）の安定的な獲得

平成24/3 平成25/3 平成26/3 平成27/3 平成28/3（予）

49 49
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133 136
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44.9

• 連結ベースでの配当性向の基準を、従来の30%以上から40%以上に引き上げ、さらに積極的に配当の上積みを図る
• 自己株式取得を機動的に実行していく

201株当たり配当金
（円） 20 20 22 24

配当総額
（億円）

配当性向
（連結）（%）

当期純利益
（億円）

連続増配
を予定

増配 増配予定※2 ※2

株式分割 ※1

株式分割　　※1　　

※1 当社は、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いました。当該株式分割
では1株当たり配当金を据え置いておりますので、実質的にそれぞれ1割の増配となっております。

※2 平成27年3月期期末配当で2円増配を実施し、平成28年3月期年間配当でも2円の増配を予定しております。

株主還元を
更に積極化

◆株主還元（表②）

◆グループ基本戦略（表①）

【加工食品事業】
ベトナム日清製粉 Co., Ltd.
・パスタソース等レトルト食品 新工場稼働
（生産能力：1万トン/年）

トルコ日清製粉 A.S.
・パスタ 新工場稼働
（生産能力：1.8万トン/年）

マ・マ―マカロニ（株）
・冷凍食品 新工場（兵庫県）稼働
（生産能力： 5,200万食/年）

世界3拠点体制
を構築
●パスタソース
　日本・タイ・ベトナム
●パスタ
　日本・米国・トルコ

冷凍パスタの
供給体制を強化

【製粉事業】
ミラー・ミリング・カンパニーLLC
・米国製粉4工場を買収

オークランド工場
（生産能力：880トン/日）

ロサンゼルス工場
（生産能力：780トン/日）

福岡工場（福岡県）
（生産能力：550トン/日）
※生産能力は原料小麦ベース

ニュープラーグ工場
（生産能力：1,120トン/日）

サギノー工場
（生産能力：880トン/日）

知多工場（愛知県）
（生産能力：980トン/日）

日清製粉（株）
・福岡工場稼働
・知多工場新ライン稼働

米国第4位の
製粉会社に
躍進

臨海大型工場
への生産集約
が最終段階へ



5 6

新製品のご紹介

日本のペットのための新ブランド「ＪＰスタイル 和の究
きわ

み」
本年3月より、 “日本”のペットのライフスタ
イルを究めた新シリーズ「ＪＰスタイル 和の
究み」を発売しました。日本の飼育環境の
特徴である「小型化」「室内飼育化」「高齢化」

「純血種化」の4つのキーワードに特化し、
さらに国産にこだわり抜いた製品を展開。
パッケージデザインも“和”を感じさせる赤
と白を基調として、日本に暮らす愛犬・愛猫
の健康を一生サポートするブランドである
ことをアピールしています。

日清ペットフード（株）

愛犬・愛猫の一生涯の健康を見据えて体全体
の健康維持をサポートするシリーズ

“スリムな体型維持”または“皮膚・被毛の健康
維持”に配慮したシリーズ

トータルボディケア セレクトヘルスケア

画期的な新製品「日清 クッキング フラワー®」誕生！
日清フーズ（株）

昭和30年（1955年）に発売し、今年で発売６０周年を迎える家庭用小麦粉「日清 
フラワー®」。同シリーズから独自技術を用いたボトルタイプの小麦粉製品「日清 
クッキング フラワー®」を発売しました。

←ふり出しも！

すり切りも！→

当社独自製法の“サラサラタイプ”の小麦粉

小容量のコンパクトサイズ

２通りに使える便利なキャップ

3つの新提案! 

当社独自製法により、既存の「日清 フラワー®」とは異なるサラサラと
した小麦粉にすることで、まぶしやすく、溶けやすくなっています。

一人暮らしの方や小麦粉の使用頻度が低いご家庭でも、気軽に使っ
ていただける小容量タイプ。持ちやすく、ふり出しやすい形状のボト
ルを採用しています。

少量使いにぴったりな“ふり出し口”と、計量スプーンでの使用に適
した“すり切り口”の２つの口が付いたキャップで、ムニエルやフライ
の下ごしらえ、ホワイトソース作りなど、幅広い用途にお使いいただ
けます。

～ウェブサイトで使い方やレシピを紹介中～
https://www.nisshin.com/cookingflower/

（原寸大）（専用の詰め替えタイプ100gもあります。）

ビフィズス菌の働きをサポートする新シリーズ「ビフィサポート」
当社は特許取得の「ダブルガードカプセル」により、ビフィズス菌を生きたまま大腸へ届ける栄養補助食品「ビフィコ
ロン」を販売しています。その「ビフィコロン」と併せてお召し上がりいただくことで、さらに健やかに大腸をサポート
する新シリーズ「ビフィサポート」（栄養補助食品）を発売しました。

日清ファルマ（株）

＜ご購入のお問合せ先：日清ファルマダイレクト＞
電　　話：０１２０－２４０－４１０
受付時間：９時～２１時（年末年始を除く）
ウェブサイト：http://nisshin-pharma.com/

ビフィコロン 「小麦ファイバー」は食物繊維が豊
富に含まれる小麦ふすま（小麦の外
皮）が手軽に摂れます。

「ミルクオリゴ糖」はビフィズ
ス菌の栄養源となります。

ビフィサポート

セットで摂ると
大腸を健やかに
サポートします

もっと
イキイキ

生まれ変わったJPスタイルをウェブサイトでご紹介しています。
http://www.nisshin-pet.co.jp/products_c/
new-jpstyle2015/ぶりの照り焼き マカロニグラタン豚の生姜焼き

発売当時の「フラワー®」
（昭和30年（1955年）頃）

もっと
スッキリ
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株主見学会のご案内 CSRトピックス

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。
• 工場見学は徒歩で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9月：個人株主様 鶴見工場見学会のご案内
個人株主の皆様向けに日清製粉（株）鶴見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 東灘工場見学会のご報告
本年3月25日に日清製粉（株）東灘工場にて、個人株主様施設見学会を
開催いたしました。

平成27年9月18日（金）
午前の部  9時00分～12時00分（JR川崎駅集合8時30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、
ご投函ください。

応募締切り
平成27年8月7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
　ご確認ください。

（株）日清製粉グループ本社「工場見学会」係

 0120-087-078各回70名様（株主様ご本人とご同伴者様1名まで）
平成27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。
※�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く
ださい。

 ※�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）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。

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ください。）参加費

※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27年9月18日（金）まで
　ご利用いただけます。

日清製粉グループ企業広告 ～オリジナルキャラクター“コニャラ”のCM第３弾～

フラワー手づくり教室® ～“小麦粉”を使った料理教室を展開～

当社グループが創業110周年を迎えた平成22年に、スタジオジブ
リに描いていただいたオリジナルキャラクター“コニャラ”のCM。
平成24年のリニューアルに続いて、このたび、第3弾となる新CMを
制作しました。
これまでの作品に受け継がれてきた“癒し”・“親しみ”を生かしなが
ら、思わず笑顔がこぼれるような希望に満ちた明るい未来を想起さ
せる内容となっています。

日清製粉グループでは、身近な食材「小麦粉」にもっと親しん
でいただくために「フラワー手づくり教室®」を開催しています。
この料理教室は昭和48年より開催しており、累計参加者数は
約66万人にのぼります。

パンをはじめとした小麦粉料理の
手づくり教室を、東京都内所定の会
場で月に数回開催しています。

学校の授業やクラブ活動、先生や給食関
係者の勉強会、公民館などの催しに向け
て、専門の講師を派遣。パンやケーキ、
手打ちうどん、パスタ、中華まんなどの
講習会を開催しています。

親子ペアを対象とした特別教室を首都圏・名古屋・大阪地区にて毎年開催し、
手づくりの楽しさを子供達に伝える活動を積極的に展開しています。

＜特別教室＞

http://www.nisshin.com/entertainment/school/

http://www.nisshin.
com/konyara/

©2015 Studio Ghibli

＜定期教室：東京都内所定会場にて実施＞

親子手づくり動物パンサマースクール

親子で手づくりクリスマスケーキ教室
（東京都内にて開催）

フラワー手づくり教室®の詳しい情報はこちら

CM動画はこちらでご覧ください
コニャラスペシャルWEBサイト

コニャラに
新たな

家族が登場！

楽曲は
矢野顕子氏の
書き下ろし

作品♪

＜出張講習会：東京近郊限定＞



会社概要

9 10

■発行可能株式総数 　932,856,000株
■発行済株式の総数 　304,357,891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株増加しました。

■株主数 　22,146名（前期末比4,400名増）

株主メモ 会社概要

株式の状況（平成27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27年3月31日現在）

■役　員 （平成27年6月25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
専務取締役 中　川　雅　夫
専務取締役 滝　澤　道　則
常務取締役 原　田　　　隆
常務取締役 毛　利　　　晃
常務取締役 岩　﨑　浩　一
常務取締役 見　目　信　樹
取締役 小　髙　　　聡
取締役 中　川　真佐志
取締役 山　田　貴　夫
取締役 佐　藤　　　潔
取締役 三　村　明　夫
取締役 伏　屋　和　彦
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 伊　東　　　敏
監査役 永　井　素　夫

■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ください。
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ください。
※ 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ください。
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ください。

●「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、大切に保管くだ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1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。

■株式分布状況（所有者別）
金融機関 （86名） 128,325千株 42.2%
その他法人 （391名） 70,884千株 23.3%
外国人 （393名） 50,505千株 16.6%
個人・その他 （21,233名） 47,262千株 15.5%
証券会社 （43名） 7,380千株 2.4%

財務ハイライト

■ 主要連結財務データ
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）

売上高 4,555億円 4,959億円 5,261億円

海外売上高 351億円 585億円 847億円

海外売上高比率 7.7% 11.8% 16.1%

営業利益 217億円 222億円 204億円

経常利益 247億円 255億円 255億円

当期純利益 136億円 150億円 160億円

1株当たり当期純利益 45円 50円 53円

総資産 4,618億円 4,710億円 5,493億円

純資産 3,174億円 3,340億円 3,787億円

1株当たり純資産 1,027円 1,079円 1,218円

1株当たり年間配当金 20円 20円 22円

（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.  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株当たり当期純利益及び1株当たり純資産を算定しております。

（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。
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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。


