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第174期 ご報告

株主の皆様へ
平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで

未来へのコンパス（羅針盤）として、日清製粉グループ 長期ビジョンを策定
「

」



向かって、「健康」を支え「食のインフラ」を担うグローバル展開
企業”の実現に向けて取り組んでまいります。

▶︎▶︎「長期ビジョン」については3-4頁参照

　当社グループは、2016年3月期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。
2018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、前期より3円増額の1株当たり29円とさせていただ
き、2019年3月期につきましても、更に3円増額の32円を予定
しています。これにより実質的に6期連続の増配となります。ま
た、昨年におきましては株主還元の充実及び資本効率の向上
を図り約100億円の自己株式を取得しました。
　このような中、今回策定した長期ビジョンでは、「創業以来の
価値観」を共有してくださる株主の皆様に長期的スタンスで安
定的に利益還元を強化していく方針を明確にしました。連続増
配を継続し中長期的な配当性向は40%以上を基準とし、自己
株式取得は戦略的な投資資金需要等を勘案したうえで、機動的
に実施していきたいと考えています。当社グループ固有の主要
食糧の安定供給という社会的責任を十分に勘案し、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、持続的成長に向
けた戦略的投資と株主還元の強化に努めてまいります。
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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」
を推進しています。スタートから3年が経過し、収益基盤の再構築及び将来
に向けた成長戦略を実行し着実に成果を上げるとともに、連続増配や自己株
式取得を通じて株主還元の強化にも取り組んできました。
　当社グループを取り巻く環境が大きな変革期を迎えつつある中、今般、

「NNI–120 Ⅱ」を通過点と位置付け、10年後、20年後の社会全体の構造変 
化を見据えた長期ビジョン「NNI “Compass for the Future”」を新たに
策定し、本年5月に発表しました。これを未来へのコンパス（羅針盤）として、
ニュー・ニッシン・イノベーション（NNI）活動を推進し、企業価値の極大化に
努めてまいります。
　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30年6月　

　当社グループの2018年3月期の業績は、中部・関西地区に
おいて生産能力を増強した中食・惣菜事業の出荷増やエンジ
ニアリング事業における大型工事の受注等により増収となりま
した。利益面では、生活者のニーズにあったクッキングボトル
シリーズや「マ・マー 早ゆでスパゲティ」等、高付加価値製品の
出荷拡大、コストダウンをはじめとした収益向上
施策により過去最高益を達成しました。消費者
の皆様にご好評いた
だいたイルミネーショ
ンイベント「青の洞窟 
SHIBUYA」「青の洞窟 

SAPPORO」への特別協賛及びSNS等を通じたプロモーション
活動が、製品の出荷好調を支えるとともにブランドイメージの
向上にも繋がっています。投資の面では、製粉事業において、
昨年10月にカナダの子会社であるロジャーズ・フーズ Ltd.チリ
ワック工場の生産能力約80%増強工事が完了しました。さらに
本年3月には、タイの子会社である日清STC製粉 Co., Ltd.（以
下、日清STC製粉）がタイ国内で製粉工場を買収し、同社の生

産能力は2.3倍に増強されました。今回の買収により、日清STC
製粉はタイ国内第4位（当社推定）の製粉会社となり、今後拡大
が期待される小麦粉需要の増加への対応が可能となります。さ
らに、2019年初頭に完了予定である米国のミラー・ミリング・
カンパニー LLC サギノー工場の生産能力約70%増強工事が
完了すれば、当社グループの海外の1日当たりの小麦粉生産能
力は国内を上回る規模に拡大します。将来を見据えた収益基盤
の再構築と成長分野への積極的な戦略投資の成果は着実に実
を結んでおり、経営計画の進捗にも手応えを感じています。

　当社グループを取り巻く環境は、人口動態、環境と食資源の
問題、健康、食の多様化と安全性に対する意識の高まり、更な
るグローバル化や技術革新等、機会と脅威の何れにもなり得る
大きな変革期を迎えつつあります。対応如何によっては当社グ
ループの持続的成長を左右する可能性もある重要課題と捉え
ており、これらの変化を踏まえ、当社グループの優位性を最大
限に活かしてリスクを克服し事業機会に変えていくための羅針
盤として、今般、長期ビジョンを策定しました。
　当社グループは、社是として「信を万事の本と為す」と「時代
への適合」を掲げ、過去100年以上に亘り、事業を通じた社会
への貢献を基本思想として守り、「長期的な企業価値の極大化」
に努めてきました。これらを再認識したうえで、新たに“未来に
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既存：パパデーン工場
（サムットプラカーン県）

新：シラチャ工場
（チョンブリ県）

生産能力 350トン/日（原料小麦ベース）

※日清STC製粉全体では630トン/日
　に拡大

シラチャ工場

日清ＳＴＣ製粉が製粉工場を買収
タイで第4位の製粉会社に拡大
（当社推定）

社長インタビュー

まずは2018年3月期の業績及び事業戦略の
進捗について教えてください。

長期ビジョン「NNI “Compass for the Future”」が
発表されましたが、策定された背景をお聞かせください。

株主還元が更に積極化されるのですね。



当社グループは、10年後、20年後の社会全体の構造変化を見据え、未来へのコンパス（羅針盤）として、
長期ビジョン「NNI “Compass for the Future” 新しいステージに向けて～総合力の発揮とモデルチェンジ」を
策定しました。

当社グループの長期ビジョン

長期ビジョン実現のために、当社グループが描くグランド・デザイン

創業以来の価値観 未来に向けて目指す姿

　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、「長期的な企業価値の極大化」に努
めてきました。
　これは、過去100年以上に亘り、事業を通じた社会への
貢献を基本思想として守り抜いてきた当社グループ固有
の不変の価値観であり、これを再認識したうえで、「未来に
向けて目指す姿」の実現に取り組んでいきます。

① ｢安全・安心」を最優先に、多様な製品やサービスを 
お客様・消費者の皆様に安定的にお届けする。

②�｢グループ総合力」を結集したイノベーションを通じ 
社会に新たな価値を提供し続ける。

③�自由な発想とボーダレスな思考に溢れた活気ある企業
グループとして、新たなことに挑戦する風土を改めて醸
成し、高い収益性と着
実な成長性を生み出
す原動力としていく。

現在、日本最大の日清製粉（株）鶴見工場は、1926年に当時東
洋一の臨海製粉工場として完成し、小麦製粉に技術革新をもた
らした。

1900年10月
「館林製粉（株）」として創業
1908年2月

「日清製粉（株）」を合併し
社名を改称

創業

館林製粉（株）開業式
（群馬県館林町：現 館林市）

高付加価値加工食品 　各種食品素材

完成当時の鶴見工場

“未来に向かって、「健康」を支え
「食のインフラ」を担うグローバル展開企業”

として、更なる発展を目指す

① ｢グループ総合力」は小麦の製粉から始まった当社グループの
経営資源の結集であり、これに基づく成長戦略を推進し、「国
内食品業界における確固たる地位」を揺るぎないものにして
いきます。

② 顧客志向を徹底し、グループの「事業内」「事業間」、及び「外
部」のチカラを利用した3つの連携を推進し「グループ総合力」
の最大化を図ります。

③ 事業競争力の強化に向けて、健康・簡便等の多様なニーズや
新技術によるイノベーション等、将来の環境変化を見据えた
「既存事業のモデルチェンジ」、及び当社グループの企業価値
の極大化に繋がる「事業ポートフォリオ強化」に取り組みます。

④ 設備投資、Ｍ＆Ａ、人材育成、技術開発等の戦略的投資を今後
さらに積極的に加速させると同時に、「創業以来の価値観」を

共有してくださる株主の皆様には、長期的スタンスで安定的
に利益還元を強化。連続増配を継続し、中長期的な配当性向
は40%以上を基準とし、自己株式取得は戦略的な投資資金需
要等を勘案したうえで、機動的に実施していきたいと考えてい
ます。また、資本コストを安定的に上回るＲＯＥの確保・向上に
努めます。

⑤ 働き方の改革、職場環境の充実等による組織・人材の活性化
に取り組むとともに、当社グループが新しい取組みに果敢に
挑戦していく風土を改めて醸成していきます。

⑥ 社会課題や技術革新がもたらす環境変化から、機会と脅威を
的確に捉え強みを活かしてリスクを克服し事業機会に変えて
いくことで持続的な成長を実現し、その結果、自らが創出する
付加価値を通じ社会に貢献していく循環を作ります。

グランド・デザイン概念図

当社グループは、「目指す姿」に向けて、グループ総合力をキーワードに事業競争力を強化していきます。また、「循環成長」を
遂げるための組織体制の構築等に取り組み、同時に「企業価値」の極大化を支える資本政策を推進していきます。

創業以来の価値観
～事業を通じた社会への貢献～ 企業価値

企業価値の
極大化と持続的な
循環成長の実現

〈目指す姿〉
未来に向かって、「健康」を支え

「食のインフラ」を担うグローバル展開企業
循環成長

企業価値の極大化を
長期的に支える資本政策の推進

投資戦略
利益還元

資本効率 他

成長の鍵となるグループ総合力
グループ総合力

3つの連携顧客志向の徹底

事業競争力の強化
既存事業モデルチェンジ
事業ポートフォリオ強化

成長戦略の実行力を高める
組織体制の構築

持続的な「循環成長」の推進

組織・人材
企業風土

経営力
経営管理・財務機能

ESG※

※環境（Environment）・社会（Social）・企業統治（Governance）のこと
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日清製粉グループ 長期ビジョン「NNI “Compass for the Future”」の概要
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大好評のクッキングボトルシリーズの第5弾
「日清 水溶きいらずのとろみ上手」新発売！

「減塩タイプ・食塩を加えない製法」の
健康に配慮した製品を発売

片栗粉に関する不満に着目し、使いやすさにこだわった「日清 水溶きいらずのとろみ上手」
を新発売しました。

ボトルタイプの形状で、少
量使いにぴったりの“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通りの使い方ができる
キャップです。

調理頻度が高い方や使用
量が多い方にも保存に便
利で、ボトルタイプの詰め
替え用としてもお使いい
ただけます。

高まる健康意識を受け、
当社グループでは「減塩
タイプ・食塩を加えない
製法」の製品ラインアッ
プを充実させています。

使用量に合わせて使い分けできる
2WAYキャップ

保存に便利なチャック付
タイプもラインアップ

下記ウェブサイトで
“日清 水溶きいらずのとろみ上手”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/toromi/ 鶏のから揚げ 麻婆豆腐 八宝菜

←ふり出しも！

すり切りも！→

日清 から揚げ粉
減塩タイプ
調味料を独自配合で組み合わ
せることで、おいしさそのまま
に塩分を30%カット※しました。
※�当社品「日清�から揚げ粉」の�
食塩相当量表示値との比較

滝沢更科 八割そば
当社独自の配合技術に�
より、食感はそのままに�

“食塩を加えない製法”の
八割そばを実現しました。

JPスタイル 和の究み
1歳から
飽きやすい成猫用

JPスタイル 和の究み
猫用セレクトヘルスケア
腎臓ガード かつお味

日本の猫が好む「おいしさ」と日本の猫に適した「健康機能」を考え、ラインアップ
を拡充しました。ケアしたい点で選べる「セレクトヘルスケア」シリーズや、子ねこ
から高齢猫までの“年齢”、体型ケア等の“ニーズ”で選べる、全２７品目を取り揃え
ました。

猫の腸内フローラを整えるフェカリス菌※とオリゴ糖をシリーズ全品にダブルで配合しました。
※�『エンテロコッカス属』に属する菌で、乳酸菌の一種。当社と大学との共同研究で、猫の場合、加齢とともに減少する
善玉菌は『エンテロコッカス属』であることが判明しました。

猫用「JPスタイル 和の究み」シリーズのラインアップを拡充し、
多様化するニーズに対応

あなたのねこちゃんの主演動画が
作れる！
インターネット上で、無料で簡単にねこ
ちゃんのスマートフォン版オリジナル動画
が作れる「おねだりの究みムービーメー
カー」を開設しました。まるでねこちゃん
からメッセージが届いたり、電話がか

かってきたかのよう
なストーリーの動画
は、ねこ好きなら必
見の可愛さです。

でん粉・加工でん粉を独自配合でブレンドしてサラサラとした顆粒状にしたことで、粉が舞いにく
く、扱いやすくなりました。さらに、水溶きをしなくても“とろみづけ”ができ、から揚げもサクサク
とした食感に仕上がります。

水溶きのいらないとろみづけ、サクサク衣のから揚げができる！特徴
1

特徴
2

特徴
3

“こだわりの品質”と“高いブ
ランド力”を誇る「青の洞窟」
ブランドから、冷凍生パスタ
3品を新発売しました。本場
イタリアの伝統を取り入れ、
たまご（卵白粉）を使用し、
独自の配合で創った歯切れ
の良い食感と弾力が特長の
生パスタは、濃厚なソース
と絶妙に絡み合います。

「青の洞窟」ブランド初！
こだわりの冷凍生パスタシリーズ
が新登場

青の洞窟 生パスタ
ポルチーニクリーム
ポルチーニやマッシュルームの香り豊
かなクリームソース。隠し味のシナモ
ンが濃厚なソースと絶妙にマッチ。

青の洞窟 生パスタ
熟成ベーコンのカルボナーラ
４種のチーズを贅沢に使用した濃厚な
ソース。炒めたベーコンの旨みをソース
中に加えた、深みのある味わい。

青の洞窟 生パスタ
3種チーズのボロネーゼ
牛挽肉、香味野菜、マッシュルーム、赤ワイン、
複数のスパイスを加えてじっくり煮込んだソース
に、チーズソースを後がけした贅沢な味わい。

日清フーズ（株）

日清ペットフード（株）

日清フーズ（株）

日清フーズ（株）
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新製品のご紹介



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。

平成30年9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30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。

工場見学会
専用

平成30年9月20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30年7月27日（金）必着
※応募葉書は平成30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「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・祝日を除く）
※�上記お問い合わせ先は、平成30年9月20日（木）まで
　ご利用いただけます。

個人株主様  東灘工場見学会のご報告
本年3月16日（金）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。

 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。

「クッキートッピング教室」を開催しています! 日本庭園では、四季折々の景色が見られます！
製粉ミュージアムでは、「小麦粉をおいしく食べる」というテー
マのもと、クッキー生地を型抜きし、用意した材料をお好みで
トッピングして焼き上げる 「クッキー
トッピング教室」を定期開催してい
ます。是非ご参加ください。

日本庭園には、６０種に及ぶ植物が植えら
れており、庭園に集う約９０種の生き物※と
ともに、四季折々の景色をお楽しみいた
だけます。製粉ミュージアムでは、これら
の豊かな動植物の生息地を守るべく、当
社グループの環境基本方針に基づき、環
境保全に努めています。
※２０１６年７月時点の調査結果に基づきます。

詳細はこちら
https://www.nisshin.com/museum/main.html
※参加費用と入館料がかかります。

「製粉ミュージアム」が開館5周年を迎えました！
小麦・小麦粉をテーマとして、日清製粉創業の地である館林市（群馬県）に 
２０１２年１１月にオープンした「製粉ミュージアム」が５周年を迎えました。製粉
ミュージアムは、明治の機械製粉黎明期の様子から最新の製粉テクノロジー
まで、製粉にまつわる幅広い知識を集約した、世界的に見ても貴重な体感型
ミュージアムです。また、施設全体の構成や斬新な復元工法によるリフォーム
等も評価され、数々の賞を受賞しています。5年間で約67,000名の方にご来
館いただき、これからも、綺麗な空間とシンプルかつ分かりやすいプログラム
のご提供をモットーに、新たな工夫を重ねてまいります。

所在地： 〒374-0052�群馬県館林市栄町6-1
TEL：  0276-71-2000
開館時間： 午前１０時～午後４時３０分（入館は午後４時まで）
休館日： 月曜日及び年末年始等
入館料： 大人２００円、子供１００円（小・中学生）

ミニチュア製粉機を使って製粉工程を楽しめる「製粉ラボ教室」
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株主様見学会のご案内 CSRトピックス

日清製粉グループの歴史を語る「本館」 先端技術を駆使した小麦粉づくりの今を伝える「新館」 寛ぎの「日本庭園」

2013年10月 施設全体が「2013年度グッドデザイン賞」を受賞
2014年  2月 本館が「平成25年度耐震改修優秀建築賞」を受賞
2015年  3月 本館が「第24回BELCA賞（ベストリフォーム部門）」を受賞

これまでの受賞歴

キリシマツツジ

アオスジアゲハ



■ 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）

売上高 5,567億円 5,320億円 5,400億円

海外売上高 1,094億円 912億円 962億円

海外売上高比率 19.7% 17.1% 17.8%

営業利益 237億円 255億円 272億円

経常利益 280億円 303億円 318億円

親会社株主に帰属する当期純利益 175億円 194億円 213億円

1株当たり当期純利益 58円 64円 71円

総資産 5,503億円 5,575億円 5,934億円

純資産 3,864億円 4,068億円 4,137億円

1株当たり純資産額 1,237円 1,303円 1,344円

1株当たり年間配当金 24円 26円 29円

（注）  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。

（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 　20,674名（前期末比1,671名減）

株主メモ 会社概要

株式の状況（平成30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30年3月31日現在）

■役　員 （平成30年6月27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
　（https://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） 139,960千株 46.0%
その他法人 （369名） 70,573千株 23.2%
外国人 （514名） 45,266千株 14.9%
個人・その他 （19,670名） 46,516千株 15.3%
証券会社 （30名） 2,041千株 0.6%

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） 大　内　　　章
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   https://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。


