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第173期 ご報告

株主の皆様へ
平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで



社長インタビュー

４月１日に社長に就任されました。
今のお気持ちをお聞かせいただけますか。
身が引き締まる思いではありますが、あまり固くなっ
て肩に力が入っても良い仕事はできないでしょうか

ら、自然体の自分が出せればよいと思っています。当社グルー
プ全体が次のステップに向けて、自由な発想で、グループの内
外、国内・海外を問わず、縦・横・斜めと様々な視点からボーダ
レスに物事を考え行動し、日清製粉グループのさらなる「総合
力」を発揮できる環境を作り上げていきたいと考えています。

日清製粉グループの「総合力」の発揮というご説明が
ありましたが、それはどのようなことなのでしょうか。
当社グループは、２００１年に各事業の「自立と連合」を
旗印に分社化を行い持株会社制に移行しました。こ

の１６年間、各事業会社はそれぞれの事業環境の下で「自立」し
た経営を行い、各業界で存在感を高めてきましたが、今後考え
ていかなければいけないのは、グループとしての「連合」のあ
り方です。当社を取り巻く事業環境は流動的な世界情勢を背
景に不確実性が高まり変化が激しくなっていますが、このよう
な時にこそキーワードとなってくるのが、グループの「総合力」
ではないでしょうか。当社グループでは製粉事業、加工食品事
業、酵母・バイオ事業等、創業以来の強みを生かし幅広く事業
を展開していますが、全ての事業会社がグループ全体の将来
を見据えた適切な経営方針の下に力を結集することで、初め
てグループの「総合力」が発揮され、そこから創出される相乗
効果が、結果として個別事業にさらなる成長をもたらすという
好循環が生まれると考えています。

今後のグループ経営の舵取りをどのように行ってい
くのか、具体的な方針等をお聞かせください。
当社グループは、現在、経営計画「ＮＮＩ－１２０ Ⅱ」の基
本戦略である収益基盤の再構築、及び将来に向けた

成長戦略に積極的に取り組んでいます。業績は順調に向上して
おり、今後もこれまでの取組みを地道に、着実に実行していくこ
とが大切ですが、一方で、１０年後、２０年後を見据え当社グルー
プが進むべき方向を示す羅針盤、すなわち当社グループの「あ
るべき姿」と「ありたい姿」を実現するための中長期的な経営計
画を策定していくことも考えています。また、コア事業（製粉・
加工食品）における収益基盤の強化、中食・惣菜、酵母・バイオ
等の成長事業の積極展開に加え、新規事業への取組みも加速
する必要があります。さらに人口減少・人手不足等の経営環境
の変化に適合するために既存事業のモデルチェンジを進める
ことも重要です。今後のグループ経営の舵取りにおいては、こ
のような課題に向かって、当社グループの全員が目標を共有し 
一つひとつ着実に進めていく体制を作り上げていきます。

▶▶「新たなグループ経営基本方針」は4頁参照

ご説明の中で昨今の社会的課題となっている人手不
足の問題に触れられましたが、グループの取組みを
伺います。
この課題については、現在、国を挙げて「働き方改革」

「女性活躍推進」等の取組みが掲げられています。当
社グループでは、この取組みを単なる労働時間短縮の数量管
理に終わらせず、いかに質の良い仕事をして生産性を高めて
いくかという点にフォーカスして、社員の能力発揮を促す仕組
みや、社員が働き続けやすい環境整備に乗り出しています。具
体的には国内・海外における社員教育の充実や女性採用比率
３０％以上といった取組みに加え、過去１２年間にわたる総労働

代表取締役
取締役社長 見目 信樹

　本年４月、取締役社長に就任いたしました見目信樹でございます。 
株主の皆様に一言ご挨拶申し上げます。
　当社は1900年（明治33年）の創業以来、「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 
企業理念と位置付け、「企業は変化することによってのみ生存が可能
となり、かつ発展を望み得る」との認識の下、絶え間なく自己変革を 
遂げてまいりました。
　日清製粉グループ本社を純粋持株会社として、製粉、加工食品、 
健康食品、酵母・バイオ、ペットフード、エンジニアリング、メッシュクロス
などの各事業が自由闊達に、よりスピーディーにお客様のご要望にお応
えし、それぞれの業界・領域でナンバーワンを目指すとともに、海外で
の事業展開を積極的に推進しております。
　一方、当社グループを取り巻く事業環境は、流動的な世界情勢を 
背景とした為替相場や穀物・資源価格の変動、及び国内の人口減少に 
伴う市場縮小や人手不足問題の深刻化等、大きく変化しております。 
また、2015年（平成27年）10月に大筋合意したTPP（環太平洋経済連携
協定）は、米国が離脱を通知したことで今後の行方が不透明となっている
ものの、ＥＰＡ（経済連携協定）等の国際貿易交渉は世界的に広がりを見せ
ており、この結果いかんではグローバル競争の加速が予想されます。
　このような中、当社グループは、引き続き小麦粉をはじめとする安全・
安心な「食」の安定供給を確保し、各事業におきまして安全・安心な製品 
をお届けするという使命を果たすとともに、国内・海外を含めた事業
会社間の連携を強化しグループの「総合力」をさらに発揮して、事業の 
成長を図ってまいります。
　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29年6月　
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時間短縮運動の展開、個人の価値観やライフステージにあっ
た多様な働き方を選択できる仕組みの導入を進めています。
今後はこのような「制度改革」とともに、当社グループの労働
生産性向上を目指した「業務改革」にも力を入れていきます。

2017年3月期の業績は好調な結果となりましたが、
各事業の状況について教えてください。
2017年3月期の業績は、原料である小麦価格の低下
に応じた製品価格の引下げ、円高に伴う海外売上高

の為替換算の影響等により減収となりましたが、コストダウン
をはじめとした収益向上施策に加え、成長分野と位置付ける海
外事業の拡大や中食・惣菜事業の新規子会社の好調により増
益を達成しました。

　製粉事業は国内では
お客様への提案営業と
コストダウン施策を進
め、海外では全米第4位
の規模に成長した米国
事業を中心に、小麦粉の

販売数量を伸ばしました。現在、当社グループでは海外の新た
な小麦粉生産ラインをカナダ（本年秋稼働予定）と米国（2019
年初頭稼働予定）で建設しておりますが、この2つの新ライン
が稼働すると当社の海外小麦粉生産能力（原料小麦ベース）は
国内を上回る水準にまで拡大しますので、今後は環太平洋エリ
アにおける「面」での事業連携も視野に入ってきます。
　食品事業では、加工食品の高付加価値製品の販売が好調で
す。ご好評いただいているボトルタイプ製品では、第4弾として
利便性を高めとんかつ等の揚げ物調理時に小麦粉や卵が不要
な「日清 小麦粉・卵いらず ラク揚げ パン粉」（▶▶5頁参照）を
新発売しました。また、グローバルな最適生産体制を見据え新

　当社グループは２０２０年度を最終年度とする経営計画「NNI－120 Ⅱ」に取り組んでいます。
　新たな「グループ経営基本方針」では、これを一つの通過点として、１０年後、２０年後を見据えた
日清製粉グループのビジョンを描き、グループの「総合力」を発揮して、さらなる拡大・成長を目指
していきます。

最後に、大切にしているこ
とや、趣味などご自身につ
いてお聞かせください。

「信頼される大樹となれ」と
いう願いが込められた「信

樹」という名前の通り、「信」という言
葉を大事にしています。これまでの
業務経験の中でも、特に信用・信頼
の大切さを強く感じ、仕事に取り組
んできました。
　趣味は、歴史小説や時代小説を中
心とした読書です。司馬遼太郎や池
波正太郎が好きです。読書は知識や
考える力を深めるだけでなく、大局
観を養うのに大変役立っています。

新たなグループ経営基本方針たに建設したトルコのパスタ工
場、ベトナムのパスタソース工
場、神戸の冷凍食品工場が安
定稼働し、基幹製品群の競争力
向上に寄与しており、当社グループが重点的に取り組んできた
事業戦略の成果が着実に上がっていることを実感しています。

2018年3月期は実質的に5期連続となる増配に加え、
総額100億円の自己株式取得も発表されましたね。
当社グループは、2015年度に利益成長と株主還元
の積極化を掲げ配当性向の基準を40％以上に引き

上げました。2017年3月期の年間配当は、株主の皆様への一
層の利益還元として、2円増額の1株当たり26円とさせていた
だき、2018年3月期につきましても、さらに2円増額の28円を
予定しています。これにより実質的に5期連続の増配となりま
す。また、株主還元の充実及び資本効率の向上を目指し総額
100億円の自己株式取得も決定しました。
　今後も企業価値の向上を念頭に戦略投資を推進し着実に利
益成長を図るとともに、株主還元にも積極的に取り組み、株主
の皆様のご期待に応えてまいります。 氏　　名 ： 見目  信樹（けんもく  のぶき）

生年月日 ： 1961年（昭和36年）2月13日生まれ
学　　歴 ： 1984年（昭和59年）3月 一橋大学経済学部　卒業
職　　歴 ： 1984年（昭和59年）4月 日清製粉（株）（現（株）日清製粉グループ本社）入社

2005年（平成17年）6月 日清製粉（株）（2001年製粉事業を分社し設立）
取締役管理部長

2008年（平成20年）6月 （株）日清製粉グループ本社　経理・財務本部経理部長
2011年（平成23年）9月 日清製粉（株）常務取締役管理部長
2012年（平成24年）6月 （株）日清製粉グループ本社　執行役員
2012年（平成24年）9月 日清製粉（株）常務取締役
2013年（平成25年）6月 （株）日清製粉グループ本社　取締役

日清製粉（株）専務取締役
2015年（平成27年）4月 日清製粉（株）取締役社長
2015年（平成27年）6月 （株）日清製粉グループ本社　常務取締役
2017年（平成29年）4月 （株）日清製粉グループ本社　代表取締役社長

【略歴】	 （2017年6月現在）

新たな生産ラインを建設中の
ロジャーズ・フーズ Ltd. チリワック工場（カナダ）

■	配当総額と配当性向の推移

1.	時代へ適合したグループの「あるべき姿」の策定

2.	自立と連合の再確認とグループ「総合力」の発揮

4.	経営を取り巻く環境に応じた既存事業の「モデルチェンジ」

3.	「ポートフォリオ」の継続的な見直し（成長分野への経営資源の集中的投入）

10年後、20年後を見据えて、最大限にグループの「総合力」が発揮される当社グループの「あるべ
き姿」と「ありたい姿」を実現するための経営計画を策定する

全ての役員・社員一人ひとりが、グループの内外、国内・海外を問わず、ボーダレスに思考し行動
し、事業会社間の連携を強化することで、シナジーの最大化を図る

人口減少や人手不足等の社会的課題、及び国際貿易交渉、市場の多様化、技術革新等の事業環境
の変化に適合し、収益基盤再構築のさらなる推進を図る

コア事業（製粉・加工食品）の収益基盤強化を図りながらさらなる成長に注力し、中食・惣菜、酵母・
バイオ等の成長分野の事業は積極的な展開を図る
同時にポートフォリオの強化を目指し、新規事業開発の取組みも加速する
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ボトルタイプシリーズ
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つけて揚げるだけの「進化したパン粉」
「日清 小麦粉・卵いらず ラク揚げ パン粉」新登場！

新たなスタンダードブランド「ＴＨＥ ＰＡＳＴＡ」シリーズ誕生

食材の水分を吸うことで、食材にしっかりと付着する独自配
合のパン粉です。とんかつ等の揚げ物調理において、小麦
粉・溶き卵を準備することなく、お肉等の食材に直接ふり出
し、つけて揚げるだけの調理工程を実現しました。

レトルトソースと、ペース
トソースの２種類の異な
るソースを、お召し上が
りになる直前に混ぜ合わ
せる「ダブルソース設計」
で、奥深いおいしさを実
現しました。

「いつもの冷凍パスタを、もっとおいしく食べたい」というお客様のご要望に応え、
素材、製法にこだわり、ソースのおいしさを徹底的に追求した本格パスタが誕生しました。

日清フーズ（株）

日清フーズ（株）

日清ペットフード（株）

「青の洞窟 PREMIUM」パスタソース全面リニューアル
日清フーズ（株）

「懐石」の猫用ウェットを大幅拡充！
「懐石」ブランドでレトルトパウチ製品と缶詰
製品を拡充し、ドライとウェットで同ブランド
がお買い求めいただけるようになりました。

缶詰製品

まぐろの達人シリーズ かつおの達人シリーズ
レトルトパウチ製品

「まぐろの達人」「かつおの達人」から
小さめフレークのレトルト新発売
当社独自のうまみ成分とねこちゃんの好きなトッピング上位５位※の
かつお節、ささみ、しらす、かにかま、小魚などを使用した、ねこちゃ
んが喜ぶとろみスープ仕立てのウェットフードです。

「マ･マー THE PASTA
ソテースパゲティナポリタン」

「マ･マー THE PASTA
香味野菜のミートソース」

「マ･マー THE PASTA
4種チーズのカルボナーラ」

「マ･マー THE PASTA
ソテースパゲティ宮崎県産

ほうれん草のバター醤油風味」

ボトル入りタイプ（80g） チャック付 袋タイプ（140g）

下記Webサイトで
「日清	小麦粉・卵いらず	ラク揚げ	パン粉」
を使ったレシピをご紹介しています。
是非ご覧ください！	
http://www.nisshin.com/rakuage/

食材に直接ふり出し、つけて揚げるだけ
お肉等の食材に直接つけて、揚げるだけで、とんかつ等の揚げ物調理
ができます。

Point 1

ハンバーグの生地に混ぜるなど幅広い用途
揚げ物だけでなく、パン粉の使用用途として多い、ハンバーグの生地に
混ぜる等、幅広くお使いいただけます。

Point 2

使い方によって
選べる2通りの
キャップで適量
使いができる！

調理頻度・1回の
使用量が多い方に
ぴったり！

青の洞窟 PREMIUM
牛肉のボロネーゼ
ポルチーニソースと共に

青の洞窟 PREMIUM
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と共に

大槻ケンヂさんが歌いあげる新CMは必見！
ねこちゃん好きの大槻ケンヂさんが、出演する２匹のねこちゃん
の気持ちを声色を使って演じ分けながら、歌や掛け声も担当し、
１人２役でCMを盛り上げています。

詳細はこちら！

http://www.nisshin-pet.co.jp/m-tatsujin/cm/

※2016年、当社調べ

ダブルソース設計
レトルトソースの「コク」と
ペーストソースの「香り」
がミックス！

レ
ト
ル
ト
ソ
ー
ス

ペーストソース
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個人株主様  鶴見工場見学会のご報告
本年3月23日（木）に日清製粉（株）鶴見工場にて、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9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。
株主様見学会は平成29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。

製粉ミュー
ジアム見学
会専用

平成29年9月22日（金）
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。

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7月28日（金）到着
※応募葉書は平成29年3月31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
「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）
※�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29年9月22日（金）まで
　ご利用いただけます。

10年目を迎える「神戸スウィーツ・コンソーシアム」の共催

日本障がい者スポーツ協会に
オフィシャルパートナーとして協賛

日清製粉グループ全体で
省エネルギーを実現

日清製粉(株）は、社会福祉法人プロップ・ステーションが中心となって発
足したパティシエ（菓子職人）を目指すチャレンジド※を支援するプロジェクト
「神戸スウィーツ・コンソーシアム（以下、KSC）」を共催しています。
KSCは、洋菓子発祥の街と言われる神戸から「チャレンジドの菓子職人を
育てよう」と企画した、日本で初めての試みで、有名パティシエから菓子づ
くりの技術や経営ノウハウを学ぶことで、チャレンジドの自立を支援してい
ます。日清製粉（株）は第１回より共催しており、その地道な取組みは今年
で１０年目を迎えます。
※チャレンジド…�挑戦する使命を与えられた人。米国などで障がい者に対する新しい呼称

として用いられている。

オリジナル商品の「祈りのプレッツェル」
左：エゴマ入り��右：ブルーベリー入り

当社グループは、2017年４月より公益財団法人�日本障
がい者スポーツ協会にオフィシャルパートナーとして協賛
しています。
従来よりバレーボール等のスポーツ協賛を行ってきました
が、このたび新たに障がい者スポーツの振興を支援する
こととしました。
なお、日本障がい者スポーツ協会は、5月に2017ジャパ
ンパラウィルチェアーラグビー競技大会を主催したほか、
8月にはゴールボール、9月には水泳・陸上、11月にはボッ
チャの各競技大会を主催する予定です。

2016年6月に経済産業省�資源エネルギー庁から公表され
た企業の省エネルギー達成水準の評価では、当社グルー
プの9社が最も優良な企業として「Sクラス」に格付けされま
した。
2015年5月に稼働した日清製粉(株)知多工場の新ライン
では、高効率モーターの導入や機械設備をコンパクトに配
置することで小麦粉の搬送距離を短縮し、従来よりも少な
いエネルギーで安定的・効率的に小麦粉を製造しています。

日清製粉(株)知多工場�新ラインのロール機

日本障がい者スポーツ協会の
コミュニケーションマーク
火の鳥の羽をモチーフにしており、
マークの赤は未来へ飛翔するアス
リートたちの心の中に燃える炎をイ
メージしています。
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■ 主要連結財務データ
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）

売上高 5,261億円 5,567億円 5,320億円

海外売上高 847億円 1,094億円 912億円

海外売上高比率 16.1% 19.7% 17.1%

営業利益 204億円 237億円 255億円

経常利益 255億円 280億円 303億円

親会社株主に帰属する当期純利益 160億円 175億円 194億円

1株当たり当期純利益 53円 58円 64円

総資産 5,493億円 5,503億円 5,575億円

純資産 3,787億円 3,864億円 4,068億円

1株当たり純資産 1,218円 1,237円 1,303円

1株当たり年間配当金 22円 24円 26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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■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 　22,345名（前期末比1,363名増）

株主メモ 会社概要

株式の状況（平成29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29年3月31日現在）

■役　員 （平成29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 （98名） 137,391千株 45.1%
その他法人 （373名） 70,694千株 23.2%
外国人 （459名） 45,647千株 15.0%
個人・その他 （21,385名） 43,129千株 14.2%
証券会社 （30名） 7,494千株 2.5%

代表取締役
取締役社長 見　目　信　樹
代表取締役
取締役副社長 中　川　雅　夫
代表取締役
取締役副社長 滝　澤　道　則
常務取締役 原　田　　　隆
常務取締役 毛　利　　　晃
取締役 小　髙　　　聡
取締役 小　池　政　志
取締役 増　島　直　人
取締役 中　川　真佐志
取締役 山　田　貴　夫
取締役 佐　藤　　　潔
取締役 小　池　祐　司
取締役 瀧　原　賢　二
取締役 三　村　明　夫
取締役 伏　屋　和　彦
監査役（常勤） 熊　澤　幸　宏
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
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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。


