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本年より新たな経営体制に移行した背景を
教えてください。

　当社グループは、長期ビジョンで掲げた「成長戦略の実行力
を高める組織体制の構築」の一つとして、コーポレート・ガバナ
ンス体制の一層の充実を図るため、監査等委員会設置会社へ
の移行を決定しました。監査等委員である取締役が取締役会
における議決権を有する監査等委員会設置会社に移行すると
ともに、社外取締役の比率を高め、取締役会による業務執行状
況等の監督機能を強化します。また、監査等委員会が業務執行
の適法性・妥当性の監査を担うことで経営の透明性を高めると
ともに、内部監査部を監査等委員会の直轄とし、監査の充実を
目指します。さらに、業務執行取締役の権限を見直して経営の
意思決定を迅速化し、業務の機動性向上を図ります。これらに

より、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の更なる向上
を目指します。

2019年3月期の業績及び事業戦略の
進捗等について教えてください。

　夏の猛暑の影響や、国内の人口減少、消費者の節約志向を
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いる
中食・惣菜事業や、「日清 クッキング フラワー®」をはじめとす

る高付加価値製品の出荷が好調に推移しまし
た。さらには、医薬品原薬の米国向け輸出の好
調、エンジニアリング事業における順調な工事
進捗等、グループの強みを生かした事業が業績
を牽引し増収となりました。

　また、今期は将来の成長に向けて国内・海外において積極的
に戦略投資を実行しました。海外では、豪州の小麦粉市場（で
ん粉製造用等の産業用途を除く）でトップシェアを持つリーディ
ングカンパニーであるアライド・ピナクル Pty Ltd.（以下、アラ
イド・ピナクル／ 3頁を参照）の買収を決定しました。さらに、
国内屈指の総合中食サプライヤーであり、全国的な生産拠点
や幅広い生産ノウハウを有するトオカツフーズ（株）の株式の追
加取得を決定し、7月に連結子会社化する予定です。
　本年1月からは新しい広告プロジェクト（ 4頁を参照）も開
始しました。コミュニケーションメッセージ「HAPPY MENU 
TO YOU!」とともに、女優の木村文乃さんを起用したTVCM
や関連イベント等を通じて、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ください。これらの結
果、2019年3月期の当期純利益は増益となりました。今後、施
策の成果を最大化し、業績の更なる拡大に注力していきます。
　合わせまして、株主の皆様への一層の利益還元として、2019
年3月期の年間配当を前期より3円増額の1株当たり32円とさ

せていただきます。2020
年3月期につきましても、
更に2円増額の34円を予
定しており、これにより実
質的に7期連続の増配と
なります。引き続き、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。

中食・惣菜事業の更なる強化も図られていますね。

　高齢化・単身世帯の増加・女性の社会進出等ライフスタイル
の変化を反映して、惣菜の需要は大きく増加しており、惣菜市
場は2017年についに10兆円を突破しました。当社は2004年
に中食・惣菜事業の中核会社としてスーパーを中心に和惣菜
を供給するイニシオフーズ（株）を設立しました。2012年には

　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。
　昨年、当社グループは長期ビジョン「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、そのグラン
ド・デザインで掲げた目指す姿“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”の実現に向けてスピードを上げて取り組んでいま
す。豪州の製粉大手企業の買収、加工食品の差別化戦略、中食・惣菜事業の拡
大等、事業競争力の強化は着実に進展しています。また、コーポレート・ガバナ
ンス体制の一層の充実を図るため、本年の定時株主総会における決議をもっ
て、新たな経営体制（監査等委員会設置会社）への移行を決定しました。引き続
きニュー・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。

2019年6月　

代表取締役
取締役社長

木村文乃さんが料理の楽しさを伝える
広告プロジェクトを実施

（生産拠点）

2019年5月現在

●イニシオフーズ（株）
●（株）ジョイアス・フーズ
●トオカツフーズ（株）

（6拠点）
（2拠点）
（18拠点）

関東
●3拠点
●1拠点
●10拠点

関西
●1拠点
●1拠点
●4拠点

九州
●1拠点
●1拠点

東北
●3拠点

中部
●1拠点

デリカ惣菜事業と宅配ルートを中心とした冷凍惣菜事業を展開
するトオカツフーズ（株）と資本提携を行い、2016年には調理
麺等の製造・販売を行う（株）ジョイアス・フーズを子会社化しま
した。これにより、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」を確
立しました。本年３月には事業の一層の拡大を図りトオカツフー
ズ（株）の株式の追加取得を決定し、７月に連結子会社化する予
定です。今後、グループ総合力を発揮し、製品開発や生産工程
の自動化等に注力し、「高度に事業化されたビジネスモデル」へ
の転換を図り、「総合中食・惣菜メーカー」のポジションを確立し
ていきます。

当社グループの中食・惣菜事業体制

日清製粉グループ本社  事業開発本部
中食・惣菜事業のマネジメント体制強化を図るべく新設（2019年6月）

イニシオフーズ（株） トオカツフーズ（株）（株）ジョイアス・フーズ

和惣菜等 弁当、おにぎり、
サンドイッチ、惣菜等調理麺等

2004年3月
設立

2016年1月
連結子会社化

2012年12月
持分法適用関連会社化
2019年7月
連結子会社化（予定）

社長インタビュー
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チャンピオン製粉 Ltd.
（製粉工場 2拠点）

アライド・ピナクル
（製粉・プレミックス工場 8拠点）

：製粉事業 ：加工食品事業 ：酵母・バイオ事業

日本
40%

北米
（米国・カナダ）
36%

オセアニア
（豪州・ニュージーランド）

21%

タイ
3%

オセアニアの
生産能力構成比は

約５%から
約20％に拡大

当社グループのエリア別小麦粉生産能力構成比

豪州最大の製粉企業 アライド・ピナクルを買収
日清製粉グループはオセアニア最大の製粉企業に躍進

ひとりひとりにしあわせをお届けする
「ハッピーメニュー Project」をスタート！

当社グループの各国拠点と連携、グループ総合力を発揮し、
小麦粉関連素材事業のグローバル展開を強化していきます。

アジア・北米の主要拠点 当社グループ小麦粉生産能力

　豪州最大手の製粉会社であるアライド・ピナクル  は、同国内に強固な
事業基盤を持っています。豪州は年率約1.6％の人口増加が続く成長市場であり、当社
グループの技術・ノウハウを投入することで更なる成長が見込まれます。また、豪州は小麦の主要産地国で、日本向け輸出
量では米国・カナダに次ぐ第3位です。今回の買収により、現地の農家や穀物会社との調達ネットワークを構築し、当社グ
ループの豪州産小麦の原料調達力を強化できる可能性があります。さらにアライド・ピナクルは、小麦粉を中核にプレミッ
クスやベーカリー関連原材料（ジャム、フォンダン、フレーバー等）を取り揃え、顧客ニーズに合わせた総合的な提案力を強
みに持ちます。既存の製粉プレミックス拠点とグローバル連携を推進し、アジア、オセアニア全域のベーカリー向け小麦粉
関連素材事業の展開を強化していきます。

当社グループは本年より「ハッピーメニュー Project」と題し、
新しいコミュニケーションメッセージ「HAPPY MENU TO YOU!」とともに
各種グループ広告を展開していきます。
―――なんてことない普通の日も。なかなかうまくいかな
い日や、少し落ち込んだ日も。
料理をする時間が自分のいつも通りのリズムを取り戻す
きっかけになる。完成した料理だけでなく、つくる過程に
も、うれしい・たのしい瞬間がある。

　当社グループは、そんな想いを込めた新しいコミュニ
ケーションメッセージ「ＨＡＰＰＹ ＭＥＮＵ ＴＯ ＹＯＵ！」ととも
に、手軽にできるメニューから、手の込んだメニューまで、
たくさんのアイデアのある製品で、ひとりひとりにしあわせ
を届けていきます。
　“ハッピーメニュー アンバサダー”として、女優の木村文乃
さんを起用。TVCMでは、普段から料理に親しんでいる 
木村さんが、等身大のキャラクターで、料理のさまざまな
魅力をお伝えしています。

　プロジェクトの第1弾として本年1月から放映している新
しいグループTVCMでは、ミュージカル風の演出で、料理
のうれしさ、たのしさ、さまざまな魅力を伝えています。CM
は動画共有サービス「YouTube」等のデジタルメディアで
も配信し、消費者の皆様の更なる理解促進を図ります。

特集-1 特集-2

国内9工場 海外19工場

8,100t/日

12,160t/日

日清製粉グループ
20,260t/日

国内の
1.5倍に拡大 アライド・

ピナクル

（生産能力は原料小麦ベース）

豪州の小麦畑

アライド・ピナクル ピクトン工場（シドニー近郊）

TVCM「HAPPY MENU TO YOU!（キッチン・ ミュージカル編）」
の1コマ

特設ＷＥＢサイ
トでは、TVCM
や同プロジェク
トに関連するイ
ベント等もご紹
介しています。
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日清フーズ（株） 日清フーズ（株）

日清ファルマ（株） 日清ペットフード（株）

組み合わせて楽しむ新感覚パスタ
「マ·マー Paｌｅｔｔｅ（パレット）」シリーズで、もっとおいしく、楽しく！

単身世帯や共働き世帯の増加を背景に、ますます高まる調理の簡便性や製品の少容量化に対するニーズにお応えする
新シリーズ「マ·マー Pa le t te」パスタ・パスタソースを発売しました。パスタとパスタソースを自由に組み合わせること
で、おいしさはもちろん、楽しくおしゃれな時間をお届けします。

おしゃれな食卓づくりをスマートにサポート。
冷凍洋風惣菜シリーズ「Smart Table（スマートテーブル）」
今後、ますます需要の拡大が見込まれる「中食ニーズ」を満たすべく、冷凍洋風惣菜シリーズ「Smart Table」全４品を新
発売しました。便利なトレイ入りタイプで、さまざまな食卓シーンをスマートにサポートします。

■ ｢今後利用してみたい、または増やしたいと
思う惣菜」2018年11月当社Web調査、週1
回以上惣菜利用者n=6,458

■ ｢『夕食需要への対応』が本格化する惣菜・
FF市場」2017年 スーパー惣菜/CVS・FF 
商品戦略・開発動向総調査 ＴＰＣマーケティ
ングリサーチ株式会社

惣菜種類別 利用意向
(一部カテゴリー抜粋)

スーパー大手8社の惣菜アイテム構成
（米飯除く、一部カテゴリー抜粋）

2012年の発売以来、累計販売個数100万個※1を突破
した「ビフィコロン」。この度、新たに特許を取得※2した
新配合で、より多くのビフィズス菌を“生きたまま”大
腸に届ける「ビフィコロンS」としてリニューアル発売し
ました。
※1  2012年5月 ～2017年

11月のビフィコロンシ
リーズ累計販売個数

※２  特許第6457963号、
  発明の名称「大腸デリバ

リーカプセル製剤」

小さなワンちゃん向けグルメタイ
プ製品の「プッチーヌ」ブランドに
新しく仲間入りした「プッチーヌ 
motto motto」は、ワンちゃんの
旺盛な食欲を満たし、飼い主の
皆様へ「食事をあげる喜びや楽し
さ」をお届けします。ドライタイプ
とソフトタイプの全７品を取り揃
えています。

より多くのビフィズス菌を大腸に
“生きたまま”届ける「ビフィコロンS」
人気の機能性表示食品をリニューアル！

ワンちゃんが“もっともっと”
おかわりしたくなる！

「プッチーヌ motto motto（もっともっと）」新発売

１６通りの組み合わせが楽しめます！

パスタはコンパクトな丸形で
ほぐしやすくゆでやすい！
便利に使える1人前設計 フェットチーネと

よく合う味わいのソース

マ·マー Pa let te
きのこのクリーミーボロネーゼ

マ·マー Pa let te
スモークチーズのカルボナーラ

マ·マー Pa let te
海老のトマトクリーム

マ·マー Pa let te
帆立のレモンクリーム

マ·マー Pa let te
フェットチーネ プレーン

マ·マー Pa let te
フェットチーネ 小麦全粒粉入り

マ·マー Pa let te
フェットチーネ トマト粉末入り

マ·マー Pa let te
フェットチーネ ほうれん草粉末入り

小さなお鍋で５分ゆでるだけ。
本格的なもちもち食感フェットチーネ

パスタ４種類
あたため不要、

ゆでたパスタにあえるだけ

パスタソース４種類

Smart Table
7種の野菜がうれしい

バーニャカウダ風

Smart Table
濃厚ソースで食べる

ラビオリ＆完熟トマトソース

プッチーヌ
motto motto
ドライ（全5種）

日清ファルマダイレクトオンライン
https://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

0%
10%
20%
30%
40%
50%

41.5%

28.6%
33.4%

和惣菜 洋惣菜 揚げ物
0%

10%

20%

30% 28.6%26.3%

1.6%

和惣菜 洋惣菜 揚げ物

品揃えが
圧倒的に
少ない

新製品のご紹介
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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。

2019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2019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

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7月26日（金）必着
※応募葉書は2019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

2019年9月27日（金）
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）

開催
日時

（予定）

応募
方法

お問い
合わせ先

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。

開催
場所

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。

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・祝日を除く）
※�上記お問い合わせ先は、2019年9月27日（金）ま
でご利用いただけます。

個人株主様  製粉ミュージアム見学会のご報告
本年3月20日（水）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。

 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。

製粉ミュージアム　－地域と社会への貢献－

ご存じですか？ 「フラクタルひよけ」で熱中症対策

　日清製粉の発祥の地である群馬県館林市にある「製粉ミュージアム」は、小麦・小麦
粉をテーマにした世界的にも貴重な企業文化施設です。当社グループの歴史と最新
の製粉テクノロジーをわかりやすくお伝えし、社会教育資源として、一般の皆様へ向
けたPR活動や、地域社会に密着した施設運営を行っています。

　｢フラクタルひよけ」とは、自然の樹木が有するフラクタルの概念を取り入れ、降
り注ぐ日光をカットしつつ独特の切れ間から風と光を通し、木々がつくる緑陰や風
通しを再現するひよけです。当社グループの（株）NBCメッシュテックは、独自の
製織技術を活かし、使用布地の加工・製造を行っています。
　当社グループは、ヒートアイランド現象等、都市温暖化に対する具体的な解決
策として注目される「フラクタルひよけ」を通して、社会課題の解決に貢献してま
いります。

パワーアップした「製粉ラボ教室」Ｖｅｒ．Ⅱ 「群馬県民の日」を記念し
ご家族で楽しめるイベントを開催！　｢製粉ラボ教室」は、ミニチュア版の機械を使って手軽に製粉工

程を体験できる人気のワークショップです。
　2019年1月からは、胚乳（小麦粉となる部分）とふすま（小麦の
皮）を分離する“ピュリファイヤー”と、“空気搬送（ニューマチック）
システム”のミニチュア版の機械を新たに導入し、計４台の機械
で、製粉技術をよりわかりやすくご紹介しています。

　製粉ミュージアムでは、毎年10月28日の「群馬県民の日」に無
料開放を行い、ご家族の皆様でお楽しみいただけるイベントを開
催しています。2018年は、パラスポーツの「ボッチャ体験」や、日
清フーズ(株)の製品を使った「クッキー教室」等を実施しました。
天候にも恵まれ、群馬県内外から多くの方に参加いただき、当施
設を身近に感じていただくよい機会となりました。

赤レンガ倉庫で開催されたイベント会場に設置したフラクタルひよけ

真夏の炎天下の屋外でも、設置するだけで木陰にいるよ
うな涼しさを感じることができ、電力などを使わずに快
適な空間を提供する、環境にやさしい製品です。

“ボッチャ”とは？
赤・青のボールを投げたり
転がしたりして、白いボー
ルにどれだけ近づけられる
かを競うパラリンピックの
公式競技です。

ニューマチックシステム ピュリファイヤー ボッチャ体験

開催日等の
詳細はこちら

製粉ラボ教室

株主様見学会のご案内 CSRトピックス
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■ 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）

売上高 5,320億円 5,400億円 5,653億円

海外売上高 912億円 962億円 1,037億円

海外売上高比率 17.1% 17.8% 18.3%

営業利益 255億円 272億円 269億円

経常利益 303億円 318億円 320億円

親会社株主に帰属する当期純利益 194億円 213億円 222億円

1株当たり当期純利益 64円 71円 74円

総資産 5,553億円 5,915億円 5,947億円

純資産 4,068億円 4,137億円 4,188億円

1株当たり純資産額 1,303円 1,344円 1,359円

1株当たり年間配当金 26円 29円 32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.  ｢『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を第175期の期首から適用し、第174期以前の総資産の金額についても、当該表示

方法の変更を反映した数値を記載しております。

（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 　19,332名（前期末比1,342名減）

株主メモ 会社概要

株式の状況（2019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 1900年10月
■資本金 17,117,856,746円（2019年3月31日現在）

■役　員 （2019年6月26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）

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 （96名） 138,791千株 45.6%
その他法人 （355名） 70,708千株 23.2%
外国人 （533名） 45,558千株 15.0%
個人・その他 （18,316名） 44,298千株 14.6%
証券会社 （32名） 5,000千株 1.6%

代表取締役
取締役社長 見　目　信　樹

代表取締役 滝　澤　道　則
取締役 原　田　　　隆
取締役 毛　利　　　晃
取締役 岩　﨑　浩　一
取締役 山　田　貴　夫
取締役 小　池　祐　司
取締役※ 三　村　明　夫
取締役※ 伏　屋　和　彦
取締役※ 永　井　素　夫

取締役
監査等委員 大　内　　　章

取締役※

監査等委員 河　和　哲　雄

取締役※

監査等委員 伊　東　　　敏

取締役※

監査等委員 富　田　美栄子

※は社外取締役であります。

（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。

財務ハイライト 会社概要
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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。


