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第175期 中間ご報告

株主の皆様へ
２０１８年４月１日から２０１８年９月３０日まで



究所では、人手不足問題に真正面から向き合い、外部との連携
も強化しながら、生産工程のロボット化・自動化の研究を着実
に進めています。これらは事業競争力を強化する施策ですが、
同時に長期ビジョンで当社グループが目指す「循環成長」※に繋
がる取組みでもあり、今後、一層加速していきます。
※ 社会で起こる様々な環境変化等を事業

機会に変えて持続的な成長を実現し、
その結果、当社グループが創出する付
加価値を通じて社会に貢献する循環の
こと。

「青の洞窟」ブランドが、様々なイベントとSNSの連動に
よるデジタルマーケティングで注目を集めていますね。

　世間でSNSが普及しデジタルマーケティングへの関心が高
まっている中、デジタル技術を活用した新しい販売促進施策に
よるビジネスモデルの変革は、長期ビジョンでも掲げた重要施
策の一つです。例えば2014年より日清フーズ（株）が特別協賛
しているイルミネーションイベント「青の洞窟」では、イベント
来場者によるSNSへの投稿等を含め、「青の洞窟」の世界観を
消費者の皆様に広くお伝えし、ファン層の拡大で大きな成果を
上げました。このイベントは東京のみならず、昨年度は札幌、
今年度は大阪・吹田市と地域を広げ開催してきました。さらに
今年度は、東京・渋谷にて１１月３０日～１２月３１日に「青の洞窟 
SHIBUYA」が３年連続で開催される予定です。国内外の多くの
方から愛される冬の定番イルミネーションとなっており、今回
も通常の広報活動に加え、ＳＮＳを活用した施策等も積極的に
展開します。今後もこのような取組みを通して、一層のブランド
イメージの向上を図っていきますので、どうぞ楽しみにしてい
てください。 ▶▶イベント詳細は4頁参照

　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。
　この上半期は日本各地において大きな災害が発生いたしましたが、被災され
ました多くの方々に対し心よりお見舞い申し上げますとともに、被災地の一日も
早い復興をお祈り申し上げます。

　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年半が経過し、その間、収益基盤の再構築と
将来に向けた成長戦略の実行を着実に進めるとともに、連続増配や自己株式取
得を通じて株主還元の強化に取り組んできました。
　さらに、2020年度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” 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」を本年策定しました。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、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。

2018年11月　

上半期の業績及び事業戦略の進捗について
教えてください。

　国内では、消費者の節約志向の継続を背景とした厳しい市
場環境の中、成長分野として強化してきた中食・惣菜事業の出
荷好調、エンジニアリング事業における順調な工事進捗等が
業績に貢献しました。海外では、本年3月に実施したタイの製
粉工場買収や昨年10月に完了したカナダのロジャーズ・フー
ズ Ltd.チリワック工場の生産能力増強による業務用小麦粉の
出荷増、また医薬品原薬の米国向け輸出の好調等が寄与し、こ
れらの結果、上半期決算は増収・増益を達成しました。当社グ

ループが取り組む事業戦略は順調に成果を上げており、将来
の成長に向けて手応えを感じています。

ベトナムでの業務用プレミックス新工場の建設を発表
されましたが、背景等について教えてください。

　ＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連合）地域では、近年の著しい経済
成長に伴い生活水準の向上や食生活の多様化が進んでおり、
中でもベトナムは海外向け加工食品の生産基地としても成長
が目覚しく、エビフライやフライドチキン等に使用される業務
用プレミックスの市場拡大が続いています。

　これまでベトナムのお客様にはタイの生産拠点から製品を
輸出してきましたが、ASEAN地域の供給体制を更に強化し、お
客様の高度化するニーズにお応えするために、2019年度冬の
稼働予定で、ベトナムのホーチミン市近郊に新工場の建設を決
定しました。タイ、中国に続く第3のプレミックス供給拠点の設
立により、更なる事業拡大を目指します。

長期ビジョンのキーワードである「グループ総合力」を
生かした新たな取組みが進捗していますね。

　当社グループは、長期ビジョンの実現に向けて「グループ総
合力」を発揮した事業競争力強化を経営戦略の柱に掲げてお
り、既にいくつかの具体的な取組みがスタートしています。そ
の一つが「日清製粉グループ健康プロジェクト」です。加工食
品を中心にグループの各事業部門の人材がプロジェクトメン
バーとして集まり、「健康」を軸に、新製品、新技術、新規事業の
創出に向けた検討に取り組んでいます。そして、同じタイミン
グでグループのR&Dの中核である基礎研究所に、素材の選抜
や食品への応用等、健康関連事業に関する「健康機能研究室」
を設置しました。中食・惣菜事業でも、おいしさと高い生産性を
両立した事業モデルへの転換を目指し取り組んでおり、同じく
基礎研究所に製品開発の基盤研究を担う「チルド・冷凍研究室」
を設置しました。また、生産技術の基盤研究を行う生産技術研
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日清ペットフード（株）

日清フーズ（株） 日清フーズ（株）

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、贅を尽くしたパ
スタソース「青の洞窟 GRAZIA（グラツィ
ア）」が誕生。ボロネーゼ、カルボナーラ、ボ
ンゴレビアンコの3品を発売しました。グラ
ツィアはイタリア語で“優雅”を意味します。

日清フーズ（株）は、2018年11月30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」に特別協賛します。光によって
生み出される圧巻の光景をお届けします。

本年も「青の洞窟 SHIBUYA」に日清フーズが特別協賛
～大好評のイルミネーションイベント～

「青の洞窟」ブランドに
	新たなパスタソース
「青の洞窟	ＧＲＡＺＩＡ」誕生

ワンちゃんの生活リズムに
合わせた「朝と夜のプッチーヌ」
業界初の“時間栄養学を利用したペットフー
ド”、「いぬのしあわせ プッチーヌ 朝ごはん
＆夜ごはん」が「朝と夜のプッチーヌ」としてリ
ニューアルしました。活発に過ごす日中は“腹
持ちのよい”ごはん。ゆったり過ごす夜は“お
腹にやさしい”ごはんをどうぞ。

朝と夜のプッチーヌ  全年齢用チーズ＆かつお節入り

ねこちゃん用
オリジナル和布団
が当たる
キャンペーンも実施中！

青の洞窟 ＧＲＡＺＩＡ
ボロネーゼ

テレビでも話題の“もち麦”をお米のかわりに100%使用したリゾット
“もち麦”とは、もち種の大麦のことで、ぷちぷちとした食感が魅力です。

そんな声にお応えする製品が登場！
昨今、「普段の食事を工夫して、健康を気遣いたい」と考える健康意識の高い方が増えています。
このようなニーズにお応えし、さまざまなカテゴリーで健康意識をサポートする新製品を発売しました。 1/3日分の

食物繊維※

が手軽に摂れる
「あえるだけ
パスタソース」

７種の野菜※がたっぷり手軽に食べられる個食冷凍パスタ 全粒粉、野菜粉末を
配合したホットケーキ
ミックスを発売

野菜をおいしく、たっぷりと食べたいというお気持ちに応えた、電子レンジでチンするだけの冷凍パスタが誕生。
７種の野菜ともちもち食感の生パスタがあなたの日常をちょっと応援します。※ 調理された野菜も含め７種類入っています。

ご好評の「極
ごく

もち®」シリー
ズより、健 康イメージ の
ある小麦全粒粉を配合した

「ザ・ブラン」と国産野菜
粉末を配合した「ザ・ベジ」
の2品を発売しました。健
康を気遣いながら甘いも
のも楽しみたい方のニーズ
にお応えします。

不足しがちな食物繊維を、普段の食事で無理なく摂
ることができるパスタソースです。「ごぼうと香味野菜
のミートソース」「3種のきのこの和風ソース」の2品を
発表しました。
※  1人前当たり、「日本人の食事摂取基準」（2015年版）における成人

の1日摂取目標量（20g）の1/3量が含まれています。

香味野菜とバジルの香り広
がる深い味わいの完熟トマト
ソースに、赤いんげん豆と、と
ろけるチーズをトッピング。

きのこの旨みと香り、北海道
産生クリームの濃厚クリーム
ソースに、ぶなしめじと、とろ
けるチーズをトッピング。

マ･マー わたし思いの 
野菜を食べる生パスタ
赤のソース

マ･マー わたし思いの 
野菜を食べる生パスタ
緑のソース

マ･マー わたし思いの
もち麦リゾット
完熟トマトソース

マ･マー わたし思いの
もち麦リゾット
ポルチーニクリーム

マ･マー あえるだけパスタソース
 1/3日分の食物繊維

ごぼうと香味野菜のミートソース

日清 ホットケーキミックス
極
ごく

もち® ザ・ブラン

トマトの旨み、ソテーオニオンと
にんじんの甘みが広がる濃厚
ソースに、炒めたにんにくとセ
ロリの風味が絶妙にマッチ。

ほうれん草ペーストと甘みのあ
るソテーオニオンを贅沢に使用
したまろやかなソースに、しょう
がの風味が絶妙にマッチ。
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新製品のご紹介



■ 主要連結財務データ
第173期（2017年3月期） 第174期（2018年3月期） 第175期（2019年3月期第2四半期）

売上高 5,320億円 5,400億円 2,842億円

海外売上高 912億円 962億円 499億円

海外売上高比率 17.1% 17.8% 17.6%

営業利益 255億円 272億円 144億円

経常利益 303億円 318億円 168億円

親会社株主に帰属する当期（四半期）純利益 194億円 213億円 111億円

1株当たり当期（四半期）純利益 64円 71円 37円

総資産 5,575億円 5,915億円 6,064億円

純資産 4,068億円 4,137億円 4,239億円

1株当たり純資産額 1,303円 1,344円 1,379円

1株当たり年間（中間）配当金 26円 29円 16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。
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（注） 1．（予）は2018年10月29日に発表した業績予想（2018年４月１日～2019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。

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

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。

2019年3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2018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。

製粉ミュー
ジアム見学
会専用

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
2019年1月4日（金）必着
※応募葉書は2018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
「製粉ミュージアム見学会」係

 0120-087-078

2019年3月20日（水）
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。

開催
日時

（予定）

応募
方法

お問い
合わせ先

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。

開催
場所

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。

募集
人数

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。）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、2019年3月20日（水）ま
でご利用いただけます。

個人株主様  鶴見工場見学会のご報告
本年9月20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。

	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。
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株主様見学会のご案内 財務ハイライト



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。

■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 　19,432名（前期末比1,242名減）

株主メモ	会社概要 （2018年9月30日現在）

株式の状況（2018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 1900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
　（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。

■株式分布状況（所有者別）
金融機関 （93名） 136,175千株 44.7%
その他法人 （355名） 70,484千株 23.2%
外国人 （527名） 47,652千株 15.7%
個人・その他 （18,424名） 44,803千株 14.7%
証券会社 （33名） 5,241千株 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） 大　内　　　章
監査役 河　和　哲　雄
監査役 伊　東　　　敏
監査役 永　井　素　夫


