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＜北米製粉事業の工場立地＞ ＜海外・国内の小麦粉生産能力＞
製粉事業の海外生産能力は国内に匹敵！

海外
11工場

7,700トン/日 8,100トン/日

国内
9工場

※ロジャーズ・フーズ Ltd.増設後
　（能力は原料小麦ベース）

ロジャーズ・フーズ Ltd.
ミラー・ミリング・カンパニー LLC

新たにスタートした経営計画「NNI-120 Ⅱ」の進捗は
いかがでしょうか。
当社グループは、本年スタートした「NNI-120 Ⅱ」に
掲げる2020年度の業績目標※の達成に向けて、収益

基盤の再構築や事業ポートフォリオの最適化に取り組んでい
ます。この上半期は、海外製粉事業が順調に拡大するととも
に、加工食品事業の新商品や健康食品事業の販売が好調に推
移し、増収増益を達成しました。また国内製粉工場の生産集約
やカナダの製粉子会社の新ライン増設、国内外での加工食品
の新たな生産拠点の稼働等、将来を見据えた施策を着実に推
進しています。

※NNI-120 Ⅱ
業績目標

2020年度
目標

年平均
成長率

2014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

本年5月に知多工場新ライン（製粉工場）が稼働しまし
た。臨海大型工場への生産集約が進んでいますね。
国内で消費される小麦は約9割が海外からの輸入の
ため、大型の穀物船が入港する臨海地区の製粉工場

はコスト的に有利となります。当社は早くから臨海大型工場へ
の生産集約を進めてきましたが、昨年2月の福岡新工場に続
いて、本年5月には知多工場新ラインが稼働し、これで関東・
中部・関西・九州の主要消費地における臨海大型工場への生
産集約がほぼ完了しました。本年10月にはTPP交渉が大筋合
意に至り、小麦製品の一部は将来的に関税が削減、撤廃される
と思いますが、当社は、海外の製粉会社や輸入小麦粉との競
争に勝ち抜けるコスト競争力の強化にスピードを上げて取り
組み、安全で安心な小麦粉及び小麦粉製品の安定供給に努め
ていきます。
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社長インタビュー

代表取締役
取締役社長

　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、本年度より創業120周年となる2020年度を最終
年度とする新経営計画「NNI-120 Ⅱ」をスタートさせました。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、着実な利益
成長を目指すとともに、資本効率の向上と財務の安定性のバランスを取
りながら従来以上に積極的な株主還元に取り組んでまいります。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に積極的に支持さ
れ続ける企業グループを目指していく所存ですので、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11月　

010_0578501602712.indd   1 2015/11/12   11:52:30

フレズノ工場

チリワック工場
アームストロング工場

ウィンチェスター工場

米国

カナダ

ロサンゼルス工場

オークランド工場

ニュープラーグ工場

サギノー工場

＜北米製粉事業の工場立地＞ ＜海外・国内の小麦粉生産能力＞
製粉事業の海外生産能力は国内に匹敵！

海外
11工場

7,700トン/日 8,100トン/日

国内
9工場

※ロジャーズ・フーズ Ltd.増設後
　（能力は原料小麦ベース）

ロジャーズ・フーズ Ltd.
ミラー・ミリング・カンパニー LLC

「日清 クッキング フラワー®」や「マ・マー
早ゆでスパゲティ」等の新商品の販売が
大きく伸びていますね。
本年発売した「日
清 クッキング フラ

ワー®」は、サラサラタイプ
でまぶしやすく溶けやすい
小麦粉で、容器は少量使いに適した振り出し口やスプーンで
の計量にも対応した便利キャップが付いたコンパクトなボトル
形状にしました。また、「マ・マー早ゆでスパゲティ」は、通常の
1.4mmのスパゲティが５分のゆで時間を要するところ、形状
を風ぐるまの形に工夫し、これを半分以下の2分に短縮しまし
た。当社独自の技術を活用したこれらの商品は、消費者の皆
様から高い評価
をいただいてい
ます。

コーポレートガバナンス（企業統治）への関心が高
まっていますが、日清製粉グループの取組みについ
てお聞かせください。
本年6月に東京証券取引所が適用を開始した実効性
のある企業統治を実現するための諸原則（コーポレー

トガバナンス・コード）を踏まえ、当社は「コーポレートガバナン
スに関する基本方針※」を策定し、10月に公表しました。当社グ
ループは「信を万事の本と為す」と「時代への適合」を社是とし、

「健康で豊かな生活づくりに貢献する」ことを企業理念として、
小麦粉をはじめとする安全・安心な「食」の安定供給を使命と
しています。当社は、この基本的理念を踏まえ、持続的な成長
と長期的な企業価値の極大化を目指して、機能的な経営体制
の整備と責任の明確化を図るとともに、これからも、株主様を
はじめとする各ステークホルダーの立場を尊重し、透明性が高
く、迅速かつ適切に意思決定を行う経営を推進していきます。
※当社ウェブサイトで詳細をご覧いただけます。
http://www.nisshin.com/ir/vision/governance/

カナダの子会社ロジャーズ・フーズ Ltd.（以下、ロ
ジャーズ社）の小麦粉生産能力の増強が発表されま
した。北米事業は順調なのでしょうか。
当社は1989年にカナダ西海岸を拠点とするロジャー
ズ社を買収しましたが、当時は１工場で生産能力は日

産150トン（原料小麦ベース、以下同じ）の規模でした。2004
年にはバンクーバー近郊にチリワック新工場を建設しました。
その後も事業は順調に拡大し、引き続き小麦粉需要の伸長
が見込まれることから、2017年秋の稼働予定でチリワック工
場に新ラインを増設することを決定しました。その結果、ロ
ジャーズ社の生産能力は2工場で日産770トンとなり、買収当
時と比較すると約5倍に拡大することとなります。
　また、昨年は米国子会社のミラー・ミリング・カンパニー
LLCが4工場を買収し6工場体制となり、米国第4位の製粉会
社に躍進しました。これにより製粉事業の海外生産能力は国内
に匹敵する規模となっています。引き続き海外事業を積極的
に展開していきます。

日清製粉（株）知多工場

←ふり出し
　にも！

すり切り
にも！→
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ゆでる前 ゆで上がり
早ゆでスーパープロント製法
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マ・マー60周年！ 「あえるだけパスタソース」
高付加価値の新シリーズ登場

「青の洞窟」ブランド発売20周年！
新製品追加でさらにラインアップ拡充

たらこ量を33%アップさせた、こだわりの「逸
いっぴん

品」シリーズ 
人気の味種である「たらこ」「からし明太子」を投入。「た
らこ」には柚子果汁、「からし明太子」には柚子胡椒を配
合しました。

人気の洋風味4品を加え、豊富なバリエーションに
人気の洋風味4品を加え、和風・洋風の味種まで幅広く
揃え、全12品のラインアップを提供します。

贅を尽くした「青の洞窟PREMIUM」シリーズに新たに2品を投入。
既存PREMIUM2品も、こだわりのおいしさが伝わるデザインにリニューアルしました。

日清フーズ（株）

日清フーズ（株）

ミートソース ナポリタン カルボナーラ チーズクリーム

熟成ベーコンのカルボナーラ  
マスカルポーネチーズソースを添えて

クリーミーボロネーゼ
ポルチーニの香りと共に

熟成ベーコンのポモドーロ
マスカルポーネチーズソースを添えて

魚介のトマトクリーム
オマール海老仕立て

逸品  たらこ
生風味

逸品  からし明太子
生風味

3

新製品のご紹介
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日清ペットフード（株）

かつてない新食感へ！ さらに“弾むおいしさ”に
「マ・マー弾む生パスタ」シリーズ全面刷新

新食感を実現する3つのポイント
国内麦小麦粉とデュラム小麦のセモリナが織りなすもっちり新食感※1

こだわりの麺線押し出し製法
パスタソースに合わせて、パスタの麺線※2と配合を厳選し、
最適な組み合わせを実現

日清フーズ（株）

日清ファルマ（株）

愛猫の特別な日に
ぴったりの“お祝い缶”新発売

「マ・マー弾む生パスタ」シリーズの最大の特長であるもっちりと
した食感を追求し、“かつてない新食感”へ生まれ変わりました。

※1  小麦全粒粉入りシリーズを除く
※2  フェットチーネ、タリオリーニ、リングィーネ、スパゲティ

“懐石zeppin お祝い缶”シリーズ
厳選された国産の魚や肉を、ねこちゃんも大満足の
贅沢な大きめカットで仕上げた、特別な日にふさわし
いウェット缶タイプの製品です。

グループ初の機能性表示食品
でんぷんの消化吸収を抑え、食後の血糖値の上昇を
おだやかにすることが報告されている「0.19小麦ア
ルブミン」を手軽に摂取できる製品です。

「グルコデザインカプセル」を
新たに発売

和風メニュー

素材練り込みシリーズ

ゆずが香る小柱の
明太子クリーム

ほうれん草の
カルボナーラ

洋風メニュー

小麦全粒粉入りシリーズ

海老の旨み広がる
トマトクリーム

彩り野菜の
ポモドーロ

国産まぐろの
祝い肴

国産かつおの
祝い肴

日清ファルマ販売代理店
（株）ビイ・エス・ティ
電話：0120-86-2480

（受付時間：午前9時～午後8時  
日・祝日及び年末年始を除く）
ＦＡＸ：0120-86-2481
ウェブサイト：http://www.
bst-japan.co.jp/
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製粉ミュージアム本館  BELCA賞※（ベストリフォーム部門）受賞
　創業の地、群馬県館林市にある「製粉ミュージアム」は、小麦と小麦粉をテーマにした
世界的にも貴重な企業文化施設です。
　施設内の製粉ミュージアム本館は明治創業期の１９１０年（明治４３年）に移築された洋風
木造建築物で、製粉ミュージアムのシンボルと位置づけられています。斬新な復元工法
により歴史的価値の高い建築物を蘇らせ、後世に受け継ぐ貴重な施設に生まれ変わった
ことが高く評価され、“第２４回（平成２６年度）ＢＥＬＣＡ賞（ベストリフォーム部門）”を受賞し
ました。
※�BELCA賞は公益社団法人ロングライフビル推進協会が主催する建築関係では大変栄誉ある賞
で、“ロングライフ部門”と“ベストリフォーム部門”があり、毎年両部門併せて１０件程度選定され
ます。

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28年3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

平成28年3月15日（火）
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）
※昼食は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、
ご投函ください。
応募締切り
平成28年1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
　ご確認ください。

（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（株主様ご本人とご同伴者様1名まで）
平成27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。

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。）

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・祝日及び年末年始を除く）
※�上記お問い合わせ先は、平成28年3月15日（火）まで
　ご利用いただけます。

株主見学会のご案内
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第170期
平成26/3

第171期
平成27/3

第172期
平成28/3

第2四半期累計 通期

第170期
平成26/3

第171期
平成27/3

第172期
平成28/3

第2四半期累計 通期

第170期
平成26/3

第171期
平成27/3

第172期
平成28/3

経常利益 第2四半期累計 通期
親会社株主に帰属する
当期（四半期）純利益 第2四半期累計 通期

11.8%

海外売上高比率（通期）

16.1%

19.7%
（予）

127

売上高/海外売上高比率 営業利益 経常利益／親会社株主に帰属する当期（四半期）純利益

■ 主要連結財務データ

（注） 1．（予）は平成27年10月29日に発表した業績予想（平成27年４月１日～平成28年３月３１日）であります。
 2．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170期（平成26年3月期） 第171期（平成27年3月期） 第172期（平成28年3月期第2四半期）

売上高 4,959億円 5,261億円 2,764億円

海外売上高 585億円 847億円 564億円

海外売上高比率 11.8% 16.1% 20.4%

営業利益 222億円 204億円 104億円

経常利益 255億円 255億円 127億円

親会社株主に帰属する当期（四半期）純利益 150億円 160億円 83億円

1株当たり当期（四半期）純利益 50円 53円 27円

総資産 4,710億円 5,493億円 5,313億円

純資産 3,340億円 3,787億円 3,791億円

1株当たり純資産 1,079円 1,218円 1,217円

1株当たり年間（中間）配当金 20円 22円 12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26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）純利益及び1株当たり純資産を算定しております。
 3. 当期より会計基準の改正に伴い、「当期（四半期）純利益」は「親会社株主に帰属する当期（四半期）純利益」に名称を変更しております。
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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。

■発行可能株式総数 　932,856,000株

■発行済株式の総数 　304,357,891株

■株主数 　21,211名（前期末比935名減）

株式の状況（平成27年9月30日現在）

株主メモ 会社概要（平成27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
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。

■株式分布状況（所有者別）
金融機関 （94名） 132,065千株 43.4%
その他法人 （369名） 70,812千株 23.3%
外国人 （418名） 49,495千株 16.2%
個人・その他 （20,292名） 44,700千株 14.7%
証券会社 （38名） 7,283千株 2.4%
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