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第174期 中間ご報告

株主の皆様へ
平成２９年４月１日から平成２９年９月３０日まで



チリワック工場バンクーバー

シアトル
ポートランド

太平洋

本社・アームストロング工場

アメリカ

カナダ

ロジャーズ・フーズ  チリワック工場外観

社長インタビュー

市近郊にイースト工場を建設することを決定しました。
　環境面においても万全の対策を施し、現地の環境対策のモデル
となるような設計をします。オリエンタル酵母工業（株）が日本で
80年以上にわたり培ってきたイーストの製造・品質管理ノウハウ
を最大限活用し、インド市場に高品質の製品を供給していきます。

カナダの子会社であるロジャーズ・フーズ Ltd. チリワッ
ク工場で新しい小麦粉生産ラインが稼働しましたね。
ロジャーズ・フーズ Ltd.は、カナダのブリティッシュ
コロンビア州に拠点を置く唯一の製粉会社として、北

米西海岸地域を中心に事業を展開しています。日清製粉（株）
が1989年に買収し、その後も市場の拡大に応じて継続的に投

資を続け、現在ではカナダ第4位の製粉会社に成長しました。 
　本年10月にバンクーバー近郊に位置するチリワック工場の新
ラインが本格稼働し、これにより当社グループのカナダにおける
小麦粉生産能力は1.5倍に拡大しました。北米西海岸地域は人口
が多く、加えて日本の食文化が浸透している有望な市場であり、
パン用小麦粉や中華麺用小麦粉等の様々なニーズに広く対応す
ることで、同地域でのプレゼンスを一層高めていきます。

昨今、ＥＳＧ※1という言葉が話題となっています。

近年、複雑化かつ多様化する社会的な課題に対し企業
も積極的に関わっていくことが求められる中、ＥＳＧに

対する企業の取組みに注目が集まっています。これまで当社グ
ループは、社会にとって真に必要な企業グループであり続けるた
め、企業の社会的責任を果たしつつ、「安全」・「安心」・「健康」をお
届けする企業グループとして努力を重ねてきました。また、社員 
一人ひとりが力を発揮して成長を実感でき、より働き甲斐を感じ
られる職場にするために、「制度改正」や「業務改革」等の取組みを
始めています。こうした取組みは国内外の外部機関からも評価を
受け、当社は、企業の社会的責任への取組みに着目した株式指
数の構成銘柄※2に複数選定されています。GPIFが公表したESG
指数※3においても、3つすべての構成銘柄に選定されました。
　当社グループはこれからも、小麦粉をはじめとする安全・安心
な製品をお届けするという使命を果たすとともに、社会の一員と
して、健康で豊かな生活づくりに貢献していきます。

※1 環境（Environment）・社会(Social)・企業統治（Governance）のこと
※2 FTSE4Good Index、SNAM サステナビリティ・インデックス
※3  GPIFとは、厚生年金と国民年金の管理運

用を行う年金積立金管理運用独立行政法
人。2017年7月に『FTSE Blossom Japan 
Index』『MSCIジャパンESGセレクト・リー
ダーズ指数』『MSCI日本株女性活躍指数

（WIN）』という3つのESG指数を発表。
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　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。
　当社グループは現在、2020年度を最終年度とする経営計画「NNI－
120 Ⅱ」に取り組んでおります。収益基盤の再構築、及び将来に向けた成
長戦略を着実に推進するとともに、株主還元の強化にも努めております。
一方で、10年後、20年後を見据えた当社グループの「あるべき姿」「あり
たい姿」を実現するための中長期的な経営計画の策定に着手しました。当
社グループの各事業が力を結集することで「総合力」を発揮し、「ポートフォ
リオ」の継続的な見直し、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」等に取り組む考えです。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11月　

上半期の業績及び経営計画「NNI－120 Ⅱ」の進捗
について教えてください。
当社グループの上半期決算は、食品事業を中心に販売
が好調に推移しましたが、事業ポートフォリオ最適化の

一環として昨年9月に実施した大山ハム（株）の株式譲渡に伴う
連結除外の影響等により、減収となりました。一方、利益面では、
消費者の皆様にご好評頂いているボトルタイプのパン粉「日清 
小麦粉・卵いらず ラク揚げ パン粉」等の高付加価値製品及び中

食・惣菜事業の販売好調、国内・海外の最適生産体
制を活かしたコストダウン等の成果により、増益を達
成しました。投資の面では、国内の成長分野である
中食・惣菜事業において中部・関西地区の生産能力
の増強を行いました。また海外でもカナダで小麦粉
生産能力を増強し、さらにインドでもイースト市場へ

の新規参入を決定しました。資本政策の面では、本年5月～10月
において約100億円（約533万株）の自己株式を取得しました。引
き続き「NNI－120 Ⅱ」で掲げる施策を着実に実行し、企業価値の
向上に取り組んでいきます。

オリエンタル酵母工業（株）がインドのイースト市場に
新規参入する背景について教えてください。
オリエンタル酵母工業（株）は2012年にインドに進出
し、ベーカリー顧客向け原材料の市場開拓を行ってきま

した。現地では経済成長による中間層の人口増加に伴い、パン市
場が目覚ましい成長を遂げており、パンづくりに欠かせないイー
ストの需要も高まっています。既にインドのイースト市場規模は
日本の約2倍となっており、さらなる成長が期待できることから、
新たに2020年夏の完工予定でインドのマハラーシュトラ州プネ

新工場建設予定地
（プネ市近郊）

ムンバイ市

インド

代表取締役
取締役社長

2015年度 インド 日本

人口 13億人 1.3億人

小麦粉
市場規模 9,000万トン 500万トン

イースト
市場規模 8.3万トン 4.5万トン

※当社調べ



糖質50%オフ、だけどおいしい！
“糖質オフ”タイプのミックス粉2品が新登場

もちもち食感の麺と濃厚ソースが絶妙に絡む
「マ・マー 超もち生パスタ」シリーズが新登場

ミックス粉の配合で多くを占める小麦粉の代わりに食物繊維等を配合することで糖質を低減し、糖質を50%オフし
たミックス粉です。当社独自技術の小麦粉を配合することで、「おいしさ」と「糖質オフ」の両立を実現しました。

日頃よりご愛顧いただいている「ビフィコロン」「イチョウ葉」を機能性表示食品とし
て新たに発売しました。機能性をパッケージに記載することで、より分かりやすく
消費者の皆様にお届けします。

生パスタメニューに求められる3大要素である「もちもち食感」「濃厚ソース」
「麺とソースが絡む一体感」を満たす生パスタの“新・スタンダードブラン
ド”として、「マ・マー 超もち生パスタ」を立ち上げ、全7品を新発売しました。

日清フーズ（株）

日清ペットフード（株）

「ビフィコロン」「イチョウ葉」を機能性表示食品として
新たに販売

日清ファルマ（株）

当社初の冷凍ペットフード「プレミアムハンバーグ」を新発売
「Lovely愛犬キッチン」ブランドを新設し、当社初の冷凍ペットフードとして「プレミアムハンバーグ」２品を新発売し
ました。ワンちゃんが大好きなお肉をたっぷり使用し、オーブンで丁寧に焼き上げました。コラーゲンを１袋当たり
1,000mg配合し、皮膚や毛づやの健康維持にも配慮しています。

マ･マー 超もち生パスタ
香味野菜とまいたけの

濃厚クリーミーボロネーゼ

マ･マー 超もち生パスタ
アメリケーヌソースの

濃厚海老トマトクリーム

マ･マー 超もち生パスタ
４種チーズとほうれん草の

濃厚カルボナーラ

プレミアム ハンバーグ
ビーフ＆ポーク 合挽き肉

プレミアム ハンバーグ 
ヘルシーチキン 鶏むね肉

日清 糖質50%オフ※１

ホットケーキミックス
日清 糖質50%オフ※2

お好み焼粉

日清ペットフード製品を買って当てよう！
うちの子ヒーロー プレゼントキャンペーン
SNSで思わず自慢したくなるオリジナルのかぶりものや、フォト
プロップス※付きのおためしお食事セットが当たるキャンペーン
を実施しています。是非ご参加ください！

※1  「日本食品標準成分表２０１５ プレミックス粉 ホットケーキ用」比
※2  「日本食品標準成分表２０１５ プレミックス粉 お好み焼用」比

※ 特許第5087167号発明の名称：ビフィズス菌大腸デリバリー
　カプセル及びその製造方法

応募方法
対象製品のバーコードを応募ハガキまたは郵便ハガキに貼り付け、郵便にてご応
募ください。＊2018年1月15日（月）まで（当日消印有効）

※フォトプロップスとは？
ワンちゃん＆ねこちゃんの
写真撮影を盛り上げてく
れる小道具です。キャン
ペーンで当たるおためし
お食事セットの外箱に印
刷されています。

詳細はこちら
http://www.nisshin-pet.co.jp/lp/cp-uchinokohero-1709/

※ 日清ファルマ販売代理店　株式会社ビイ・エス・ティでのご注文
　受付となります。

下記Webサイトで
“糖質オフ”タイプのミックス粉
を使ったアレンジレシピをご紹介して
います。是非ご覧ください！
http://www.nisshin.com/off/

本年も「青の洞窟SHIBUYA」に
日清フーズが特別協賛

～昨年度累計240万人来場の大好評
イルミネーションイベント～

日清フーズ（株）は、2017年11月22日～
12月31日の期間、東京都渋谷区の渋谷公
園通りから代々木公園ケヤキ並木を会場
とするイルミネーションイベント「青の洞窟
SHIBUYA」に特別協賛しています。光によっ
て生み出された圧巻の光景をお届けします。

ビフィコロン
特許取得※の“ダブルガードカプセル”を使用し、善玉菌の代表格である
ビフィズス菌を“生きたまま”大腸へ届けます。

日清ファルマダイレクトオンライン
http://www.nisshin-pharma.com/

電話：0120-240-410
（受付時間：午前9時～午後9時 年末年始を除く）

FAX：0120-240-470

リブロン・オンラインショップ

電話：0120-86-2480
（受付時間：午前9時～午後8時 日・祝、年末年始
を除く、土曜日は午前9時～午後6時）

FAX：0120-86-2481

日清ペットフード通販Webサイト
「ジェーピースタイル」
http://www.n-jps.com/sp-hamburgsteak/

電話：0120-122-899
（受付時間：午前9時～午後6時  土・年末年始・GW・
お盆休暇を除く）
※ ジェーピースタイルお客様窓口でのご注文
　受付となります。

イチョウ葉
イチョウ葉由来の機能性関与成分“イチョウ葉フラボノイド配糖体”及び

“イチョウ葉テルペンラクトン”で記憶力の維持をサポートします。

「機能性表示食品」とは？
事業者の責任の下で、機能性を表示する
ことができるものとして、消費者庁長官
へ届出された食品のことです。2015年 
4月に制度が開始されました。

きのこたっぷりお好み焼
※ Webサイトで記載している材料を使用した

場合の計算値

1枚当たり
の糖質量
23.3g※

糖質オフでありながら、
ふんわり食感を実現

特徴1

食物繊維等を配合する
ことで、糖質を低減

特徴2

2枚分×2袋の分包タイ
プで、少量使いにも便
利な設計

特徴3

ワンちゃん&ねこちゃんに
かざして撮影してね！

▲フォトプロップス使用例
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新製品のご紹介

http://www.bst-japan.co.jp/item/livlon_02.php
http://www.bst-japan.co.jp/item/livlon_02.php


個人株主様  製粉ミュージアム見学会のご報告
本年9月22日（金）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30年3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。
株主様見学会は平成29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30年3月16日（金）
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）

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30年1月5日（金）到着
※応募葉書は平成29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）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）
※�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30年3月16日（金）まで
　ご利用いただけます。
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株主見学会のご案内
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第2四半期累計 通期
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172期
平成28/3

第173期
平成29/3

第174期
平成30/3

第172期
平成28/3

第173期
平成29/3

第174期
平成30/3

第172期
平成28/3

第173期
平成29/3

第174期
平成30/3

第2四半期累計 通期 海外売上高比率（通期）

19.7%

17.1%
17.8%
（予）
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300
（予）

83

175

280

127

（注） 1．（予）は平成29年10月26日に発表した業績予想（平成29年４月１日～平成30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。

財務ハイライト

■ 主要連結財務データ
第172期（平成28年3月期） 第173期（平成29年3月期） 第174期（平成30年3月期第2四半期）

売上高 5,567億円 5,320億円 2,621億円

海外売上高 1,094億円 912億円 463億円

海外売上高比率 19.7% 17.1% 17.7%

営業利益 237億円 255億円 131億円

経常利益 280億円 303億円 155億円

親会社株主に帰属する当期（四半期）純利益 175億円 194億円 105億円

1株当たり当期（四半期）純利益金額 58円 64円 35円

総資産 5,503億円 5,575億円 5,631億円

純資産 3,864億円 4,068億円 4,033億円

1株当たり純資産額 1,237円 1,303円 1,311円

1株当たり年間（中間）配当金 24円 26円 14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.  第174期の1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり純資産額の算定上、株主資本において自己株式として計上されている株式報酬制度の信託財産として日本マス

タートラスト信託銀行株式会社が所有する当社株式を、株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

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



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 　20,173名（前期末比2,172名減）

株主メモ 会社概要（平成29年9月30日現在）

株式の状況（平成29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

■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 （91名） 139,027千株 45.7%
その他法人 （356名） 70,590千株 23.2%
外国人 （476名） 43,173千株 14.2%
個人・その他 （19,218名） 46,338千株 15.2%
証券会社 （32名） 5,228千株 1.7%

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


