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第176期 中間ご報告

株主の皆様へ
２０１９年４月１日から２０１９年９月３０日まで

日清フーズ（株）特別協賛
『青の洞窟 SHIBUYA』

イルミネーションイメージ

証券コード ２００２



2020年3月期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。

　当社グループでは、長期ビジョンで掲げた「成長ドライブ事
業」への積極的な戦略投資として、本年4月に豪州最大（でん粉
製造用等の産業用途を除く）の製粉企業のアライド・ピナクル 
Pty Ltd.を買収し豪州の成長市場に参入するとともに、7月に
は総合中食メーカーであるトオカツフーズ（株）を連結子会社化
し、中食・惣菜事業の基盤を一層強化しました。これらの結果、
上半期の売上高は増収となり、海外売上高比率も24％まで上
昇しましたが、営業利益は米国製粉事業における販売競争激化
や新規事業開発の戦略費用の増加等により減益となりました。
　なお、日清フーズ（株）が特別協賛し、皆様にご好評いただい

ておりますイルミネーションイベント「青の洞窟」は、本年秋に初
めて福岡で開催され、冬には4年連続で東京（渋谷）でも開催さ
れる予定です。イベントに合わせた新製品や限定パッケージ製
品の販売、SNSを活用した施策等を積極的に展開することで、ブ
ランドイメージの向上を図っていきます。通期業績予想に関しま
しては、これらの施策を着実に推進し、消費者
のニーズを捉えた「青の洞窟」や「マ・マー 早
ゆでスパゲティ」等、高付加価値製品の出荷拡
大に加え、新規事業の連結効果、医薬品原薬
の米国向け輸出の推進等により、通期売上高
は増収、営業利益も増益を見込んでいます。
イベント詳細は４頁参照

健康志向がますます高まっています。
グループ全体の取組みについて聞かせてください。

　消費者の皆様の健康意識は年々向上し、とりわけ日々の食
事を通じて健康になりたいというニーズが高まっています。当
社グループではそのような社会の変化を捉え、「健康」をキー
ワードにした製品開発を加速しています。家庭用製品としては、
糖質オフタイプのお好み焼き粉や減塩タイプのから揚げ粉等
の様々な製品を市場に投入してきました。そして、本年秋には、

「健康」を支え「食のインフラ」を担う企業グループとして、長
年の研究開発で磨き上げた原料選定や配合技術のノウハウ、
及び製粉技術を最大限に活用し、「健康」
と「おいしさ」の両立を徹底的に追求し
た機能性表示食品「カラダに、おいしい
こと。」シリーズを新たな製品ラインアッ
プとして発売しました。
　グループ全体での取組みとしては、新たな健康関連事業施
策を立案・推進することを目的に、製粉、加工食品、酵母・バイ
オ、健康食品等のグループの事業横断で構成した「日清製粉グ
ループ健康プロジェクト」を進めています。ここでは初めに、有
意義な情報共有や意見交換を行い、積極的に議論を重ね、グ
ループ共通の指針となる“日清製粉グループの「健康」の考え
方”を策定しました。今後は、この指針を元に、消費者の皆様
のライフステージに応じた健康ニーズを捉え、社内外のネット

　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。
　この度の台風により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、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」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。本年上半期は、海外製粉事業と中食・惣菜事業への
大型投資等を矢継ぎ早に実行し、当社グループの将来の成長を見据えた事業構造
の変革に取り組みました。また、健康志向の高まりを捉え、「健康」をテーマとした製
品開発やグループ横断プロジェクトの推進等、社会の変化を見据えた事業競争力
の強化施策も着実に進展しています。
　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、
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11月　

代表取締役
取締役社長

ワークを活用し、研究開発や製品開発、消費者の皆様とのコ
ミュニケーション活動等を推進していきます。
　また、当社グループでは、社員の健康を経営の重要課題の
一つと位置づけています。施策の一例として、本社ビルと東京
都内の一部の事業場では、社員食堂で「健康な食事（通称：ス
マートミール※）」を提供する「健康な食事・食環境」の外部認証
を取得しました。今後とも「安全」

「安心」「健康」をお届けする企
業グループとして「健康経営」を
推進し、お客様や社員等すべて
のステークホルダーから支持さ
れるよう努めていきます。
※ 健康に資する要素を含む栄養バランスのとれた食事の通称。

初めての「統合報告書」が発行されました。
どのような内容の発行物なのでしょうか。

　当社グループの「統合報告書」は、経営理念や歩み、価値創
造モデルや今後の成長シナリオ、また、これを支える企業統治
体制の在り方、環境対応や人材マネジメントの考え方や仕組み
等を包括的に取りまとめた資料です。「小麦から、多彩な価値
を」というメインテーマの下、小麦粉をはじめとする安全・安心
な「食」の安定供給への貢献が当社グループの企業価値の源
泉かつ礎であること、そして、これらの取組みを企業価値の極

大化につなげ、その結果、自らが創出す
る付加価値を通じて社会に貢献していく

「循環成長」のプロセスをお伝えできる
よう努めました。株主をはじめとするス
テークホルダーの皆様に是非ご覧いた
だき、当社グループへのご理解を深め
ていただく一助となれば幸いです。

「青の洞窟 FUKUOKA」イルミネーションイメージ
（青色の光で彩られた福岡市の中洲懸橋）

冷凍パスタ「青の洞窟 
GRAZIA ペスカトーレ」
を11月7日から新発売

日清製粉グループ
統合報告書2019

3頁を参照

食堂で提供するメニュー例

■当社ウェブサイト(IR情報)でご覧いただけます。
https://www.nisshin.com/ir/

社長インタビュー
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日清フーズ（株） 日清フーズ（株）

日清ファルマ（株）

日清フーズ（株）初！ 機能性表示食品シリーズ

「カラダに、おいしいこと。」誕生！
健康も、おいしさも、どちらも妥協しない
新しい健康習慣を提案します

「健康に、そしておいしく食べてほしい。食事は、毎日の楽しみであってほしい。」
そんな思いから、日清フーズ（株）は健康も、おいしさも妥協しない機能性表示食
品シリーズ「カラダに、おいしいこと。」を新発売しました。

“機能性”に加えて“おいしさ”も両立した、ホットケーキミックス、パスタソース、
冷凍食品の全６品のラインアップです。

「人生を長く、豊かに楽しむ人々が、もっともっと増えるように。」という思いを込め
たこのシリーズは、新しい健康習慣の提案です。
● 機能性表示食品とは、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売前

に安全性及び機能性の根拠に関する情報などを消費者庁長官へ届け出る義務があります。

「青の洞窟」発売25周年に向け、パッケージを一新
新製品も４品発売！
本格濃厚イタリアンを追求する「青の洞窟」ブランドに今年も新製品が加わりました。
また、既存製品のパッケージデザインも一新。2020年に発売25周年の節目を迎える同ブランドは、今まで以上に青の洞
窟の“青の世界観”を店頭で創出します。

尿酸値は、プリン体が多く含まれる食品の摂取
や偏った食事、ストレス、運動不足など日々の生
活習慣により、尿酸の産生と排泄のバランスが
くずれることで高くなります。本製品は、尿酸値
を下げる機能が報告されている「アンセリン」を
3粒当たり50mg配合。尿酸値が高め※の方の
健康をサポートします。
※血清尿酸値5.5～7.0mg/dL

栄養補助食品として好評の「アイサポートプラ
ス」を機能性表示食品として新たに発売しまし
た。目のピント調節をサポートする「クロセチン」
と、黄斑部※の色素量を維持し、光刺激によるス
トレスから目を保護する「ルテイン・ゼアキサン
チン」を含み、日常生活の様々な場面で目の不
安を感じるようになってきた方にお勧めです。
※眼球内部の網膜の中心部で黄色を呈した部分

日々の食事を楽しみたい方に
「尿酸値が気になる方のアンセリン」

日清ファルマ（株）から機能性表示食品を2品新発売
年齢とともに増える目のトラブルに

「アイサポートプラス」

青の洞窟
クリーミーボロネーゼ

青の洞窟
レモンとバターのソース

本年も特別協賛！
「青の洞窟 SHIBUYA」

日清フーズ（株）は2019年11月29日～
12月31日、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
として開催される大好評のイルミネー
ションイベント「青の洞窟 SHIBUYA」に
4年連続で特別協賛します。

出典： 富士経済 Ｈ・Ｂフーズマーケティング便覧 2019
 No.3 －機能性表示別市場分析編－

機能性表示食品の市場規模	 （単位：百万円）
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イヌリンの働き

おなかの調子を整える
日清　“カラダに、おいしいこと。”
ホットケーキミックス
極もち ザ・ブラン

ホットケーキミックス

難消化性デキストリン(食物繊維)の働き

食後血糖値の上昇を抑制する
マ･マー　“カラダに、おいしいこと。”
1/3日分の食物繊維 
ごぼうと香味野菜のミートソース

パスタソース

難消化性デキストリン(食物繊維)の働き

おなかの調子を整える
マ･マー　“カラダに、おいしいこと。”
もち麦リゾット
ポルチーニクリーム

冷凍食品

急成長する「機能性表示食品」市場
2,500億円規模まで伸長見込み

■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
日清ファルマ（株）の通信販売サイト　https://www.nisshin-pharma.com/
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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。

2020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2019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
2020年1月6日（月）必着
※応募葉書は2019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

2020年3月27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。

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、2020年3月27日（金）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27日（金）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。

■ 主要連結財務データ
　 第174期（2018年3月期） 第175期（2019年3月期） 第176期（2020年3月期第2四半期）

売上高 5,400億円 5,653億円 3,465億円

海外売上高 962億円 1,037億円 836億円

海外売上高比率 17.8% 18.3% 24.1%

営業利益 272億円 269億円 141億円

経常利益 318億円 320億円 151億円

親会社株主に帰属する当期（四半期）純利益 213億円 222億円 135億円

1株当たり当期（四半期）純利益 71円 74円 45円

総資産 5,915億円 5,947億円 6,773億円

純資産 4,137億円 4,188億円 4,156億円

1株当たり純資産額 1,344円 1,359円 1,351円

1株当たり年間（中間）配当金 29円 32円 17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。
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23.4%
（予）
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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

（注） 1．（予）は2019年10月29日に発表した業績予想（2019年４月１日～2020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。

株主様見学会のご案内 財務ハイライト
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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。

株主メモ 会社概要 （2019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）

金融機関 （95名） 136,576千株 44.9%
その他法人 （356名） 70,881千株 23.3%
外国人 （527名） 46,165千株 15.2%
個人・その他 （21,007名） 45,088千株 14.8%
証券会社 （47名） 5,646千株 1.8%

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　崎　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。

■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 　22,032名（前期末比2,700名増）

株式の状況 （2019年9月30日現在）

■株式分布状況（所有者別）


