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第173期 中間ご報告

株主の皆様へ
平成28年4月1日から平成28年9月30日まで



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〉
海外生産能力が国内を上回る規模に拡大

海外
11工場

8,300トン/日

2019年

海外
3工場

760トン/日

2011年3月

8,100トン/日

国内
9工場

※ミラー・ミリング・カンパニー LLC
　能力増強後
　（生産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

新ライン建設予定

新ライン建設中

新し、新たに国
内麦小麦粉を
100％使用した

「 極 旨 生 パ ス
タ」シリーズに加えて、朝食・夜食等の少量ニーズに対応し1
度に2つの味を楽しめる便利な「ＨＡＬＦ＆ＨＡＬＦ」シリーズを発
売し、消費者の皆様の幅広いニーズにお応えしていきます。

国内の成長分野と位置付ける中食・惣菜事業も順調
に拡大していますね。
当社グループの中食・惣菜事業は、イニシオフーズ

（株）が手掛ける和惣菜を中心に展開してきました
が、2012年に総合中食メーカーのトオカツフーズ（株）へ資本
参加、そして、今年1月、（株）ジョイアス・フーズを子会社化し
たことで、惣菜、米飯、サンドイッチ、調理麺等すべてのカテゴ
リーを供給できる「惣菜商品フルラインアップ体制」が確立しま
した。一方、中食・惣菜市場は、2015年度に約10兆円の巨大
市場となっています。少子高齢化が進む国内においても今後
の更なる市場拡大が見込まれており、当社グループは、引き続
き中食・惣菜事業をグループの主力事業に育てるべく取組み
を強化していきます。

新経営計画「NNI－120 Ⅱ」の各施策が順調に進捗
し、上半期は好調な決算となりました。
当社グループの上半期決算は、原料小麦価格の引下
げや円高の影響もあり売上高は減収となりましたが、

利益面では、収益を重視した販売政策の推進、国内・海外の
最適生産体制構築によるコストダウン、及び本年1月に子会社
化した調理麺メーカーである（株）ジョイアス・フーズの新規連
結効果等により増益となりました。また、本年9月に事業ポート
フォリオの最適化の一環として、西日本を中心にハム事業を展
開する子会社の大山ハム（株）の株式を、東日本でハム事業に
強みを持つエア・ウォーター（株）に譲渡する等、将来の成長に
向け当社グループが新経営計画に掲げる基本戦略は着実に進
捗しています。

ス）は8,300トン/日となり、国内製粉工場合計の8,100トン/
日を上回るところまで拡大します。

新発想のボトルタイプ製品やラインアップを刷新し
た冷凍パスタの販売状況はいかがでしょうか。
使い易いサラサラタイプに改良したボトルタイプ
の新しい小麦粉「日

清 クッキング フラワー®」は、
2015年2月の発売以降、販
売好調が続いており、既に家
庭用小麦粉市場で約1割の
シェアを占めています。今年
は、これに続き2月に小麦粉と調味料の独自配合で野菜炒め
や炒飯等の幅広いメニューにも活用できる「日清 いろいろ作
れるから揚げ粉」、8月に深さ2cmの少量の油でも手軽にサ
クッとした天ぷらが揚がる「日清 サク揚げ 天ぷら粉」を新発売

しました。
　また、冷凍パス
タでは、今秋、製品
ラインアップを刷

米国子会社のミラー・ミリング・カンパニー LLC（以下、
ミラー・ミリング）が、本年10月、サギノー工場（テキ
サス州）の小麦粉生産能力の増強を発表しました。
ミラー・ミリングは、米国バージニア州、カリフォル
ニア州、テキサス州、ミネソタ州の4州に6工場を保

有し、現在では全米第4位の製粉会社となっています。新規顧
客への提案営業等で小麦粉の販売は好調が続いており、特に
人口伸長率が高く成長市場であるテキサス州に位置するサギ
ノー工場は、既に操業も高く今後の生産能力の不足が想定さ
れるため、2019年初頭の稼働予定で新ラインを増設し、生産
能力を約70％増強することを決定しました。また、現在、カナ
ダ国内に2工場を保有する子会社のロジャーズ・フーズ Ltd.で
も、2017年秋稼働予定でチリワック工場の新ライン増設工事
を進めています。両工場の新ラインが稼働すると、当社グルー
プの海外製粉会社4社合計の小麦粉生産能力（原料小麦ベー
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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、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。
当社グループのコア事業である製粉事業・加工食品事業の収益基盤の
再構築、成長分野と位置付ける海外事業及び中食・惣菜事業の強化、そ
して将来を見据えた事業ポートフォリオの最適化等の基本戦略をスピー
ド感をもって実行しております。これからも持続的成長と中長期的な企業
価値の創出に努め、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28年12月　

量販店等に和惣菜等
を提供し、関西地区
の百貨店で直営店を
展開

中華麺・うどん・そば・
パスタ等の調理麺を
提供株式会社ジョイアス・フーズ

（持分法適用関連会社）

弁当・おにぎり・サン
ドイッチ・惣菜等の幅
広い商品を提供

2016年8月発売



“マ・マー 生パスタ”は新時代へ
幅広いお客様ニーズに対応する新シリーズを展開

1度に2つの味が楽しめる新シリーズ「HALF &HALF」登場

「マ・マー 極旨生パスタ」シリーズ
〜ちょっと特別なひとときにぴったり〜
国内麦小麦粉を100%使用（めん中の小麦粉に占める割合）
しています。粘りと弾力のあるもちもち食感の生パスタに
絡むよう、濃厚なソースに仕上げています。

「マ・マー ソースと奏でる味わい生パスタ」シリーズ
〜家族みんなで手軽に楽しめる〜
手頃な価格帯で、噛み応えと弾力のあるもちもち
食感の生パスタとコク深いジューシーなソースが
味わえます。

2つのメニューそれぞれが個別のトレイに入っており、半分だけの利用も可能なため、朝食・夜食・間食といった
「少しだけ食べたい」シーンでも活用できる製品として、幅広いニーズにお応えします。

日清フーズ（株）

日清フーズ（株） 日清ペットフード（株）

便利なボトルタイプシリーズ第3弾「日清 サク揚げ 天ぷら粉」新登場
日清フーズ（株）

独自配合の天ぷら粉をボトル入りにすることで、天ぷら調理への
苦手意識や不満を解消します。天ぷら調理に不慣れな方にも、サ
クッとした揚げたての天ぷらをお手軽にお楽しみいただけます。

「キャラット」がリニューアル＆新製品投入
かつおやまぐろのパウダーで粒の表面をコーティング
することで嗜好性が向上。1袋に5つの味別分包入りな
ので、飽きやすいねこちゃんにおすすめです。

「いぬのしあわせ ゴロッと具ルメ」
レトルトタイプ新登場
ドライタイプを展開中の「いぬのしあわせ ゴロッと具ル
メ」シリーズに、大きめカットの“ゴロッと具材”で食べ応
え抜群のレトルトタイプが新登場しました。マ･マー HALF&HALF ミートソース トマトクリーム

お肉のコク豊かな
ミートソース

ジューシーな
ナポリタン

クリーミーな
トマトクリーム

クリーミーな
カルボナーラ

マ･マー HALF&HALF ナポリタン カルボナーラ

ホワイトシチュー そぼろあんかけ

その他のアレンジメニューもWebサイトでご紹介しています  http://www.nisshin.com/sakuage/

手軽に天ぷら！
ちょっと揚げレシピ 三つ葉と海老のかき揚げ

材料
（2人分/4個分）

• むきえび（小） ...............................50g
• 三つ葉 ....................... 1/2束（約25g）
• 日清 サク揚げ 天ぷら粉 ........ 大さじ2

• 水 ............................................. 30mℓ
• 揚げ油 ...................... 揚げ鍋の底から
 2cmの深さ

えびの水分を
よくふきとり、
三つ葉は3cm
の長さに切り
ます。

1
1をボールに入れ、「日清 サク揚
げ 天ぷら粉」を加えて合わせ、さ
らに水も加えてよく混ぜます。

2
揚げ鍋を中火にかけ、油を160
～165℃に熱したら、大きめ
のスプーンに2の1/4程度をす
くって油にそっと流し入れ、箸で
しばらく押さえてからそっとは
ずします。

3
約1分間で裏
返し、もう1分
間揚げます。

4

便利なキャップ
で計量も簡単！

深さ2cmの油で
サクっと揚がる！

2015年2月発売 2016年2月発売
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新製品のご紹介



個人株主様  東灘工場見学会のご報告
本年9月27日に日清製粉（株）東灘工場にて、個人株主様工場見学会を
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。
•施設見学は徒歩で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29年3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。株主様見学会は平成28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。

工場見学会
専用

平成29年3月23日（木）
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）

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29年1月6日（金）到着
※応募葉書は平成28年9月30日現在で当社株式を
　500株以上所有の株主様にお送りしております。

（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）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。

各回70名様（株主様ご本人とご同伴者様1名まで）
※ 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29年3月23日（木）まで
　ご利用いただけます。

株主見学会のご案内
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財務ハイライト
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第171期
平成27/3

第172期
平成28/3

第173期
平成29/3

第2四半期累計 通期

第171期
平成27/3

第172期
平成28/3

第173期
平成29/3

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

第171期
平成27/3

第172期
平成28/3

第173期
平成29/3

第2四半期累計 通期 海外売上高比率（通期）

19.7%

16.1%
17.2%
（予）

101
141

83

175

280

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28年10月27日に発表した業績予想（平成28年４月１日～平成29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171期（平成27年3月期） 第172期（平成28年3月期） 第173期（平成29年3月期第2四半期）

売上高 5,261億円 5,567億円 2,712億円

海外売上高 847億円 1,094億円 471億円

海外売上高比率 16.1% 19.7% 17.4%

営業利益 204億円 237億円 114億円

経常利益 255億円 280億円 141億円

親会社株主に帰属する当期（四半期）純利益 160億円 175億円 101億円

1株当たり当期（四半期）純利益 53円 58円 33円

総資産 5,493億円 5,503億円 5,332億円

純資産 3,787億円 3,864億円 3,864億円

1株当たり純資産 1,218円 1,237円 1,241円

1株当たり年間（中間）配当金 22円 24円 13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っております。
 　 これに伴い、当該株式分割が平成27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. 平成28年3月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。



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 　22,591名（前期末比1,609名増）

株式の状況（平成28年9月30日現在）

株主メモ 会社概要（平成28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 （104名） 133,797千株 44.0%
その他法人 （368名） 70,659千株 23.2%
外国人 （467名） 48,088千株 15.8%
個人・その他 （21,603名） 43,611千株 14.3%
証券会社 （49名） 8,201千株 2.7%


