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点的に販売していきます。また、昨年よ
り、バレーボール等のスポーツ協賛を
通じて当社グループのブランド価値向
上に力を入れていま
す。当社グループ製
品の認知拡大を図る
とともに、「健康で豊
かな生活づくりに貢献する」との当社グループの企業理念に基
づき、ＣＳＲ（企業の社会的責任）活動の一環としても取り組ん
でいます。　 4頁を参照

最後に株主還元についてお聞かせください。

　株主還元につきましては、配当性向の基準を従来の
30％以上から40％以上に引き上げ、積極的に配当の

上積みを図るとともに、自己株式取得等については戦略投資
資金需要を勘案したうえで、機動的に実行していきます。1株
当たり配当金は、前期は2円増配を実施し24円とさせていた
だき、今期も更に2円増配し26円を予定しています。これで、
株式分割と増配により実質的に4年連続の増配となりますが、
今後も株主還元を更に積極化していきたいと考えています。
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社長インタビュー

代表取締役
取締役社長

昨年度は、製粉事業の海外売上高比率が35%を超え
ました。海外展開は順調ですね。
　製粉の海外事業は、2012年3月期以降の5年間で
大きく拡大し、売上高では製粉事業全体の35%を超

えるところまでに成長しました。当社グループは、2012年に
ミラー・ミリング・カンパニーLLCを買収し米国小麦粉市場に
進出、2014年には更
に米国で4工場を買収
し、全米第4位の製粉
会社に躍進しました。
その後も、当社グルー
プが日本で長年培って
きた製粉技術を武器
に、積極的に新規顧客
の獲得等に取り組み
成果を挙げています。

また、カナダの子会社ロジャーズ・フーズ Ltd.でも2017年秋
稼働予定でバンクーバー近郊のチリワック工場に新ラインの
建設を進めており、これにより小麦粉生産能力は1.5倍に拡大
します。タイ、ニュージーランドの製粉事業も含め、将来の成
長に向けて必要な投資を実行し、更なる海外事業の拡大に取
り組んでいきます。

国内では、調理麺メーカーである（株）ジョイアス・フーズ
を子会社化しましたが、その目的をお聞かせください。
　国内の中食・惣菜市場は年々成長を続け、現在の
市場規模は約9兆円に拡大しています。当社グループ

は、中食・惣菜事業を成長分野と位置付け、これまでも子会
社のイニシオフーズ（株）  や当社が49％出資するトオカツ
フーズ（株）  において、弁当、おにぎり、サンドイッチ、惣菜
等の製造・販売を行ってきましたが、2016年1月には調理麺
メーカーである（株）ジョイアス・フーズ  の株式を
取得し子会社化しました。これにより、（株）ジョイアス・フーズ
の調理麺が加わり、当社グループにおいて全ての惣菜カテゴ
リーを供給できる「フルラインアップ体制」が確立しました。中
食・惣菜事業は、今後も市場拡大が見込める有望な分野であ
り、これをグループの主力事業に育てるべく、引き続き取組み
を強化していきます。　 3頁を参照

「日清 クッキング フラワー®」に続くボトルタイプシリーズ
第2弾として「日清 いろいろ作れるから揚げ粉」 が発売さ
れました。次々に高付加価値製品を発表されていますね。

5頁を参照
　加工食品事業では、
差別性のある高付加価

値製品の開発・販売を強化して
います。
　昨年2月に発売したボトルタ
イプの小麦粉「日清 クッキング 
フラワー®」は消費者の皆様に簡便性を高く評価いただき、家
庭用小麦粉（薄力粉）市場で約1割を占めるまでに成長しまし
た。本年2月には、ボトルタイプシリーズの第2弾として、簡便
性に加え、から揚げ以外の幅広いメニューに活用できる汎用
性も備えた「日清 いろいろ作れるから揚げ粉」を発売しました。
さらに通常の半分以下のゆで時間でアルデンテ食感が楽しめる

「マ・マー 早ゆでスパゲティ」や、冷凍パスタ「青の洞窟」「マ・
マー 弾むもちもち生パスタ」等の高付加価値製品を今後も重

　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、昨年4月、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」を新たに策定し取組みを開始しまし
た。昨年度はスタート1年目でしたが、コア事業である製粉事業、食品事
業の収益基盤の再構築や海外事業の拡大施策等を積極的に推進し、増
収・増益を達成しました。本年度はこれらの施策を更にスピードアップ
し、持続的な成長に向けて引き続き事業活動を推進するとともに、株主
還元の一層の積極化を図り、これからもステークホルダーの皆様から支
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28年6月　

■ 製粉事業 海外売上高比率と海外売上高

■ 配当総額と配当性向の推移

2013年
3月期

2014年
3月期

2015年
3月期

2016年
3月期

2017年
3月期（予想）

※1 当社は2013年10月1日付、及び2014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 1株当たり配当金は、2015年3月期に2円増配し22円、2016年3月期も2円増配し
 24円とし、2017年3月期でも更に2円増配し26円を予定しております。
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関東
●3拠点　●1拠点　●8拠点

関西
●1拠点　●1拠点　●4拠点

東北
●4拠点

中部
●1拠点

九州
●1拠点
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中食・惣菜事業の強化

当社グループは、中食・惣菜事業を成長分野と位置付け、グループの主力事業に育てるべく取り組んでいます。
2016年1月には、調理麺等のサプライヤーである（株）ジョイアス・フーズの株式を取得し、連結子会社化しまし
た。引き続き、中食・惣菜事業の一層の基盤強化を図ってまいります。

当社グループは、これまで子会社のイニシオフーズ（株）や、当社が４９%出資するトオカ
ツフーズ（株）を通じて、弁当・おにぎり・サンドイッチ・惣菜等を供給してきましたが、（株）
ジョイアス・フーズの子会社化により、新たに調理麺が加わり、全ての惣菜カテゴリーを
供給できるフルラインアップ体制が確立しました。

2004年3月 イニシオフーズ（株）を設立

2012年12月 トオカツフーズ（株）へ資本参加

2016年1月          （株）ジョイアス・フーズを子会社化

当社グループの中食・惣菜事業の中核企業として設立。量販店の惣菜売り場に和惣菜等を供給するとともに、
関西圏の百貨店にて直営店舗「遊心亭」「百椀」を展開し、四季折々のこだわりの惣菜を提供しています。

中食・惣菜事業の強化に向け、コンビニエンスストアを中心に幅広い惣菜を供給するトオカツフーズ（株）に資
本参加。当社グループとトオカツフーズ（株）の強みを生かし、事業基盤の強化に取り組んでいます。

コンビニエンスストア向けに調理麺等の製造・販売を行う（株）ジョイアス・フーズを子会社化。これにより、当
社グループに全ての惣菜カテゴリーを供給できるフルラインアップ体制が確立しました。

惣菜の生産拠点ネットワークは
全国に広がっています。
● イニシオフーズ （4拠点）
● ジョイアス・フーズ （2拠点）
● トオカツフーズ （18拠点）

日清製粉グループは、バレーボールのトップリーグやバレーボール教室等に協
賛しています。健康で豊かな生活づくりに貢献する企業としてスポーツに携わる
すべての人たちの夢や挑戦を応援します。

日清製粉グループの「スポーツ応援宣言」

　当社グループは、バレーボール競技の
普及および振興を図っている公益財団法
人日本バレーボール協会（以下、ＪＶＡ）と
一般社団法人日本バレーボール機構（以
下、Ｖリーグ機構）の取組みに賛同し、バ
レーボール競技を応援しています。
　ＪＶＡの木村会長が当社を訪問され、 
大枝社長とバレーボール競技に対する熱
い思いを語られました。

 「Ｖ・プレミアリーグ」は、V リーグ機構が主催する日本の6人制
インドアバレーボールのトップリーグ「Vリーグ」の1部リーグで
す。当社グループは、「2015/16 
Ｖ・プレミアリーグ女子大会」の
マーケティングパートナーとして
協賛し、今後も継続してバレー
ボール競技を応援していきます。

 「Ｖ・明日夢（みらい）プロジェクト」は、Ｖ・プレミアリーグの会
場において、開催地の子どもたちを対象として行われるバレー
ボール教室です。当社グループ
は、この活動への協賛を通じて
子どもたちを応援し、笑顔をはぐ
くむお手伝いをしていきます。

日本バレーボール協会　木村会長が大枝社長をご訪問

「2015/16V・プレミアリーグ女子大会」
に協賛

「Ｖ・明日夢（みらい）プロジェクト」
に協賛

当社グループの「総合惣菜事業」
（惣菜商品フルラインアップ体制）

•商品開発力
•品質管理ノウハウ

•全国的な生産拠点
•幅広い生産ノウハウ

イニシオフーズ（株）

和惣菜等 調理麺等 弁当、おにぎり、
サンドイッチ、惣菜等

当社連結子会社
2012年12月
持分法適用会社化

（株）ジョイアス・フーズ トオカツフーズ（株）

大会の副賞としてスパゲティを贈呈
JVL承認 VLAP-2015-026

JVL承認 VLAP-2015-026

◀木村会長と大枝社長（右）

「2016バレーボール世界最終予選」のオフィシャルスポンサーに
　当社グループは、2016年5月～6月に開催された「2016バレーボール世界最終予選」のオフィシャ
ルスポンサーとして大会出場チームを応援し、本大会を盛り上げました。
　試合会場では、当社グループのロゴを掲出し、来場される方々に当社グループ製品をお配りするな
どして、当社グループの認知拡大を図りました。

当社グループの新たな中食・惣菜事業体制

これまでの主な中食・惣菜事業への取組み

生産拠点
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新製品のご紹介

「懐石」シリーズを全面リフレッシュ
至福のおいしさを実現

「いぬのしあわせ
　ゴロッと具ルメ」新登場

日清ペットフード（株）

いろいろな料理に使える
「日清 いろいろ作れるから揚げ粉」新登場！

日清フーズ（株）

ボトル入り小麦粉「日清 クッキング フラワー®」に続く、ボトルタイプシリーズの 
第２弾。ボトルからふり出しやすいサラサラタイプのから揚げ粉で、から揚げ調理
での「使いやすさ」だけでなく、幅広いメニューに活用できる本製品でから揚げ粉
の新たな使用シーンを提案します。

～ウェブサイトで使い方やレシピを紹介中～
http://www.nisshin.com/cookingkaraage/
いつものメニューを手軽に、ひと味おいしく仕上げます！

「青の洞窟」シリーズに新製品を投入

ねこちゃんと飼い主様のニーズに答え、おいしさ、使い
やすさなど様々なポイントでリフレッシュしました。

国産素材にこだわり、見た目も味わいも楽しめる“グル
メでよくばりなワンちゃんに”ぴったりの製品です。

日清フーズ（株）

あんかけ風野菜炒め サーモンのソテーチャーハン

独自配合の“サラサラタイプ”のから揚げ粉
当社独自の配合技術により、「日清 から揚げ粉」よりもさらにサラサラと
したから揚げ粉にすることで、ふり出しやすくなっています。

Point 1

いろいろな料理に使える汎用性のある味わい
「日清 から揚げ粉」のスパイスと香味野菜の香り高く深い味わいはその
ままに、配合を調整し、から揚げ以外の料理にもアレンジ可能な汎用性
のある味わいを実現しています。

Point 2

ボトル入りで、2通りの使い方ができる便利キャップ
容器は、持ちやすく・ふり出しやすい
形状のボトルを採用。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、用途に合わ
せて使い分けていただけます。

Point 3
←ふり出しも！

すり切りも！→

詰め替え用も！
（100g）

使いやすい
スティック包装も採用！

大きめカットの
食材２種をトッピング

青の洞窟 for WINE
赤ワインと楽しむ 牛肉の贅沢ボロネーゼ
濃厚な肉の旨みと芳醇なチーズの香りで赤ワ
インと楽しむ食卓をより豊かに

青の洞窟 ペペロンチーニ
エクストラ・バージン・オリーブオイルで炒めた、
青森県産にんにくの旨みと、赤唐辛子の辛みが
くせになる味わい

青の洞窟 ペンネアラビアータ
イタリア産完熟トマトの果肉の旨みと、にんにく
の風味に、赤唐辛子の辛みがきいた味わい

青の洞窟 for WINE
白ワインと楽しむ 燻製チーズのカルボナーラ
深みのある燻製チーズの旨みと香ばしいナッ
ツの香りが、白ワインと楽しむ食卓をより華や
かに

ワインと楽しむ新シリーズ常温 原材料にこだわった新製品を発売！冷凍

TOKIOの松岡昌宏さんがTVCMに出演
料理上手として知られる松岡さんが本製品を使用して調理し、
おいしそうに食べる姿を通じて、から揚げだけでなくポークソ
テーにも使える便利さを伝えたＴＶＣＭです。
ボトルを手に「松岡イチオシ！」の力強い一言とともに本製品をお
勧めする最後のシーンにご注目ください。

Web限定特別
篇を公開中

パスタをワインと楽しむことをコンセプトに、ワイン
との相性を考えて開発したパスタソースの新シリーズ

「青の洞窟 for WINE」を発売しました。

既存ラインアップはパッケージをリニューアル！

かぼちゃ
スモーク
チーズ

（130g）
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株主見学会のご案内

個人株主様  製粉ミュージアム見学会のご報告
本年3月22日に個人株主様「製粉ミュージアム」見学会を
開催いたしました。

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9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

平成28年9月27日（火）
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、
ご投函ください。
応募締切り
平成28年8月5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

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東海道線本線（神戸線）住吉駅集合、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28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。

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・祝日を除く）
※ 上記お問い合わせ先は、平成28年9月27日（火）まで
　ご利用いただけます。

CSRトピックス

スポーツ・文化活動の取組み：各地マラソン大会への協賛

食育活動の取組み：全国高校生料理コンクールへの協賛

当社グループはバレーボール等のスポーツ協賛を通じ、「健康で豊かな生活づくりに貢献する」とともに、当社グループのブラン
ド価値の向上に力を入れています。

「福岡マラソン2015」に協賛
昨年に続き2回目となる市民マラソンです。福
岡ならではの“都市と自然のコントラストの美し
さ”が体感できるコースで、フルマラソンだけ
でなく車いす競技、ファンラン※も同時開催さ
れました。
※競技としてではなく、楽しみながら走ること

「ABC万博たこやきマラソン」に協賛
世界初のたこやき食べ放題のマラソンです。ゴー
ル後は関西各地の人気たこ焼き店27店が立ち並
ぶブースにて“たこやき食べ放題”をお楽しみいた
だきました。また、開催後は、ABC朝日放送にて
特別番組を放映し、当社グループ製品を利用し
たたこやきレシピなどをご紹介しました。

当社グループは、全国高等学校家庭クラブ連盟（以下、FHJ）主催「第４６回FHJ－日清製粉グループ全国高校生料理コンクー
ル」に協賛しています。本コンクールでは、身近な食材を活かした小麦粉料理のレシピを全国の高校生から募集し、昨年度は応
募作品6,017点の中から書類審査と試食審査により、最優秀賞や優秀賞など10作品が選出されました。

作品のレシピは当社ウェブサイトにてご覧いただけます。 http://www.nisshin.com/entertainment/highschool/

場所：福岡県福岡市・糸島市　日時：2015年11月7日～８日 場所：万博記念競技場（大阪府吹田市）　日時：2016年3月13日

＜最優秀賞＞
ガニメの風味香るパリッとモチッと
レンコンたこ焼き

スタート地点での様子 副賞としてたこ焼粉を贈呈当社グループ製品の配布 当社ブースの様子

＜優秀賞＞
ピリ辛！  担々豆乳黒ごまうどん

＜優秀賞＞
おいしさぎっしり！  和風ハチャプリ
～日本を超えて新しい味を～

＜日清製粉グループ賞＞
食べてみりん！  ナスと紅茶のシフォ
ンケーキ
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■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 　20,982名（前期末比1,164名減）

株主メモ 会社概要

株式の状況（平成28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28年3月31日現在）

■役　員 （平成28年6月28日現在）

■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 （91名） 131,871千株 43.3%
その他法人 （366名） 70,502千株 23.2%
外国人 （454名） 53,500千株 17.6%
個人・その他 （20,037名） 43,082千株 14.1%
証券会社 （34名） 5,400千株 1.8%

財務ハイライト

■ 主要連結財務データ
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）

売上高 4,959億円 5,261億円 5,567億円

海外売上高 585億円 847億円 1,094億円

海外売上高比率 11.8% 16.1% 19.7%

営業利益 222億円 204億円 237億円

経常利益 255億円 255億円 280億円

親会社株主に帰属する当期純利益 150億円 160億円 175億円

1株当たり当期純利益 50円 53円 58円

総資産 4,710億円 5,493億円 5,503億円

純資産 3,340億円 3,787億円 3,864億円

1株当たり純資産 1,079円 1,218円 1,237円

1株当たり年間配当金 20円 22円 24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、「当期純利益」は「親会社株主に帰属する当期純利益」に名称を変更しております。

（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。

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

0

50

100

150

200

250

300
（億円） （億円）

第172期
平成28/3

第170期
平成26/3

第171期
平成27/3

第172期
平成28/3

第170期
平成26/3

第171期
平成27/3

第172期
平成28/3

第170期
平成26/3

第171期
平成27/3

（億円）

255

150

255

160

280

175

2,077

2,430

451
4,959

2,373

2,449

438
5,261

2,624

2,467

475
5,567

11.8%

16.1%

19.7%

製粉事業 食品事業 その他事業 製粉事業 食品事業 その他事業 経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益
海外売上高比率

0

50

100

150

200

250

93

100

28

222

76

97

31

204

92

115

30

237

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純利益

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



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。


