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第176期 ご報告

株主の皆様へ
２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日まで



2020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。

　当社グループは、昨年4月に豪州の小麦粉市場（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アライド・ピナク
ル Pty Ltd.を買収し、また、昨年7月には国内屈指の総合中食
メーカーであり、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）の株式を追加取得し、連結子会社化
しました。既存事業では、競争激化による米国製粉事業の苦戦
はありましたが、医薬品原薬の米国向け輸出が好調だったこと
や、エンジニアリング事業における設備工事の好調もあり、今
年度の連結業績は増収増益となりました。また、ペットフード事
業につきましては、当社が長年培ってきたブランドやノウハウ

の継承と、業界全体の更なる発展を見据え、業界のパイオニア
であるペットライン(株)への事業譲渡を行いました。
　一方で、新型コロナウイルス感染症による当社業績への影
響は、プラスとマイナスの両面があり、家庭内喫食の増加によ
り、パスタやパスタソース、冷凍食品の売上
は増加しているものの、外食機会やインバウ
ンド需要の減少により、業務用製品の需要が
低下しています。今後の経済回復への見通
しは、未だ不透明ですが、当社は小麦粉をは
じめとした食生活に欠かすことができない安
全・安心な製品を皆様に安定的にお届けす
ることを第一に考え取り組んでいきます。

　また、株主の皆様への利益還元の強化を図るべく、2020年
3月期の年間配当を前期より2円増額の1株当たり34円とさせ
ていただきました。2021年3月期につきましても、更に1円増
額の35円を予定しており、これにより実質的に8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。

この数年、大きな災害や感染症の問題など、社会の持続
性にかかわる課題が表面化しています。小麦粉、パスタ
等の主要食料の安定供給を守る取組みについて、あら
ためて教えてください。

　主要食料の安定供給は、まさに当社グループの社会的使命
です。目下足元では、世界的に新型コロナウイルス感染症が猛
威を振るい、人々の社会生活にも大きな影響を及ぼしていま
す。こうした状況のもと、当社グループでも、全社を挙げて事
態の変化に柔軟に対応しながら、事業継続計画（ＢＣＰ）に基づ
き、小麦粉やパスタ等を消費者の皆様に安定的にお届けするこ
とに最優先で取り組んでいます。
　なお、当社グループは従来より、社内に「リスクマネジメント
委員会」を設置し、想定されるリスクに対し、その予防・抑制を
目的に、リスクマネジメント活動の強化を図ってきました。ま

　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。
　新型コロナウイルス感染症の拡大により、社会生活にも甚大な影響が出ておりま
すが、当社グループは、引き続き小麦粉をはじめとする安全・安心な「食」の安定供
給を最優先に掲げ、各事業におきまして、社会的使命を果たすべく取り組んでまい
ります。

　さて、当社グループが長期ビジョン「NNI“Compass for the Future”」をスター
トして2年が経過しました。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、グループのモデルチェンジは着実に
進展しており、これからも「グループ総合力」を発揮し、成長戦略を推進するととも
に、事業を通じて社会に貢献していく循環を作り上げるべく努めてまいります。
　事業環境は先を見通しにくい厳しい状況にありますが、「健康で豊かな生活づくり
に貢献する」ことを当社グループの理念として、今後も企業価値の極大化に努め、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。

2020年6月　

代表取締役
取締役社長

た、一旦、危機が発生した際には、その情報を迅速に共有し、適
切な初動対応につなげるためのクライシス（危機）コントロール
の仕組みも構築しています。現在も、国内・海外問わず、これら
の仕組みを働かせておりますが、引き続き安定供給体制の維
持、強化に努めていきます。

ベトナムで、タイ、中国に次ぐ3拠点目となる
業務用プレミックス工場が稼働しましたね。

　ベトナムの子会社であるベトナム日清テクノミック Co., Ltd.
において業務用プレミックス工場の建設を進めてきましたが、
このたび新工場が完成し、本年1月から稼働を開始しました。
　経済成長が著しいＡＳＥＡＮ諸国の中でも、ベトナムは人口が
１億人に迫る有望な市場であると同時に、質の高い豊富な労
働力を背景に、日本を含む海外向けの加工食品生産基地とし
て目覚ましい成長を遂げている国です。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、当工
場の稼働開始によって、更に安定的な製品の供給と細やかな
対応が可能となります。また、当社グループの海外プレミック
ス事業がタイ、中国、ベトナムの３拠点体制となることにより、
原料調達や輸送コスト等の優位性を活かし、お客様に長期的な
メリットを提供できる供給体制が整いました。現地の水産・畜
産加工会社や外食企業、小売業等のお客様に向けて、各国に
設置するR&Dセンターも活用し、ますます高まる差別化ニーズ
に応える製品の開発・供給に取り組んでまいります。

冷凍パスタ市場で
トップシェアを獲得する

「マ・マー THE PASTA」

配当総額と配当性向の推移
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出所：世界銀行、ベトナム統計総局のデータをもとに当社作成

業務用プレミックスを使用した製品例

工場外観

2019年
約9,600万人

ベトナムの人口推移
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日清フーズ（株） 日清フーズ（株） 日清ファルマ（株）

「マ・マー 早ゆでスパゲティ」に
小鍋で調理しやすい2/3サイズ
チャック付結束タイプが新登場

人気の冷凍パスタシリーズが
生まれ変わって新登場！

おしゃれな洋風惣菜シリーズに
定番の鶏肉メニューが仲間入り

パスタ市場に“早ゆで”カテゴリーを生み出した「マ・マー 早ゆでスパ
ゲティ」がパッケージとシリーズ名を刷新！ 新シリーズ名の“FineFast

（ファイン・ファスト）”には、時短調理で本格的なスパゲティを楽しん
でほしいという思いを込めています。スパゲティの長さが通常品の
2/3で、チャック付結束タイプの便利な新製品も発売しました。

更なる冷凍食品市場の活性化に向け、
「マ・マー 超もち生パスタ」全８品を
全面刷新しました。麺とソースの比率
を見直し、麺にしっかり絡むソース量
にすることで、最後のひと口まで満足
のいく味わいを実現。生パスタの配合
設計も見直すことで、よりもちもちと
した食感に仕上げました。さらにパッ
ケージもおいしさと品質感が伝わる
デザインにリニューアルしました。

「Smart Table（スマートテーブル）」
は、電子レンジで温めるだけで、調理
に手間のかかる洋風惣菜を手軽に味
わえるシリーズです。ここに惣菜メ
ニューとして定番の食材である鶏肉
を使った2品が新登場。おかずがもう
1品欲しいときや軽食等、さまざまな
シーンで活躍します。

銀座の名店「てんぷら近藤」監修
本格的な天ぷら粉を新発売

国内外から多くの方が訪れ、東京における天ぷら料理店の最高
峰に位置づけられている銀座の名店「てんぷら近藤」監修のもと、

「日清 極み衣（きわみごろも）の天ぷら粉」を新発売しました。同
店の特徴である“薄衣で素材のおいしさを引き出し、中までふん
わりとした食感”を、ご家庭でもお楽しみください。

マ･マー 早ゆでスパゲティ
FineFast 1.6mm

チャック付結束タイプ

日清 極み衣の天ぷら粉

店主の近藤文夫さんは2019年に天ぷら
料理人では初めてとなる「現代の名工」と
して厚生労働省より表彰されました。

食器の代わりになる
おしゃれな紙トレイ！

早ゆでスパゲティ
「プロント」発売
“Ｖ字型の切り込み”で
ゆで時間を短縮。

1986年 2011年 2016年

“風ぐるま”形状で早ゆでと
理想的な食感を両立
中心部に芯を残すことで
アルデンテの食感を実現。

“4枚羽”技術で太麺も
早ゆでが可能に！
もちもちの太麺がご家庭で
手軽に味わえるように。

マ･マー 超もち生パスタ
濃厚海老

トマトクリーム

Smart Table
ローズマリー香る
グリルチキンの

トマトソースがけ

簡便

本格

進化の歴史
早ゆでパスタ 編

どうしてこんなに
早くゆでられるの？

簡単・便利、そして…おいしい！
「スマート・イエナカ食」で楽しく時短調理

毎日の食卓をサポートする
冷凍食品のラインアップが充実

コエンザイムＱ10を効率よく
補給できる「水溶化キューテン」

単身世帯や共働き世帯の増加を背景に、調理に対する時短・簡便ニーズが定着しつつあります。
「簡単・便利（スマート）」と「家庭でおいしく楽しめる食事（イエナカ食）」の２つを両立した
「スマート・イエナカ食」をテーマにした製品を発売しました。

拡大を続ける「内食ニーズ」に応える新製品が登場！ 人が活動するために欠かせないエネ
ルギーを生み出す体内成分コエンザ
イムQ10は、年齢とともに減少するた
め、積極的に補うことが必要ですが、
食事と一緒に摂らないと吸収されに
くいという難点があります。吸収性を
約3倍※1に高めた特許※2取得の「水溶
化コエンザイムQ10」配合の「水溶化
キューテン」なら、いつでも手軽に摂
取でき、はつらつと元気な毎日をサ
ポートします。

■電話：0120-240-410
（受付時間：午前9時～午後9時 年末年始を除く）
※ 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から受付時

間を短縮する場合がございます。

■FAX：0120-240-470

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

水溶化キューテン

※1：  食事摂取時の従来のコエンザイムQ10と水溶化コエンザイムQ10の
吸収曲線下の面積で比較した場合

 ※2：  特許第4842824号 発明の名称：コエンザイムQ10含有組成物 
※3：  CoQ10はコエンザイムQ10の略称

脂溶性CoQ10

水になじまずに
分離

水溶化CoQ10

さっと
 水になじむ！

吸収性にこだわった特許取得の水溶化CoQ10※3

マ･マー 早ゆでスパゲティ
FineFast 2/3サイズ 1.6mm

チャック付結束タイプ

ゆでる前 ゆで上がり ゆでる前 ゆで上がり

新製品のご紹介
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■ 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）

売上高 5,400億円 5,653億円 7,121億円

海外売上高 962億円 1,037億円 1,661億円

海外売上高比率 17.8% 18.3% 23.3%

営業利益 272億円 269億円 288億円

経常利益 318億円 320億円 314億円

親会社株主に帰属する当期純利益 213億円 222億円 224億円

1株当たり当期純利益 71円 74円 75円

総資産 5,915億円 5,947億円 6,662億円

純資産 4,137億円 4,188億円 4,090億円

1株当たり純資産額 1,344円 1,359円 1,328円

1株当たり年間配当金 29円 32円 34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。

（注） 1.  従来「食品事業」に含まれていた「中食・惣菜事業」は、第176期（2020年3月期）より報告セグメントとして独立しました。また、比較対象年度である第175期（2019年3月期）も
報告セグメントとして開示しております。

 2.  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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個人株主様見学会 中止のお知らせ
　当社グループは、毎年3月と9月に個人株主様見学会を開催しておりますが、2020年9月の見学会に関しまし
ては、参加者の皆様の健康と安全を第一に考慮し、やむなく中止することにいたしました。
　当見学会を楽しみにしていただいた皆様には深くお詫び申し上げます。
　なお、今後の見学会の開催につきましては、新型コロナウイルス感染症の収束状況により判断の上、次号以
降の「株主報告」誌面にてお知らせいたします。株主の皆様におかれましては、何卒ご理解、ご了承賜りますよ
うお願い申し上げます。

当社グループは
おかげさまで創業120周年を迎えます！

日清製粉グループ本社のあゆみ
▶1900年（明治33年）

館林製粉（株） 創立
▶1908年（明治41年）

日清製粉（株）を合併
社名を「日清製粉（株）」に

▶2001年（平成13年）
「日清製粉（株）」を持株会社と
事業会社に分社化

館林製粉（株）
開業式の様子

　当社グループは2020年、創業120
周年を迎えます。1900年（明治33年）、
群馬県館林町（現 館林市）に当社グルー
プの前身「館林製粉（株）」が創立。以来

「健康で豊かな生活づくりに貢献する」
という変わらぬ企業理念のもと歩んで
まいりました。個人株主様をはじめとす
る皆様の長年のご支援に、心からお礼を申し上げます。
　120周年記念のエンブレム（右上）は、当社グループのシンボル「幸福
の赤いリボン」になぞらえたリボンマークを土台に、事業を象徴する小
麦、１２０周年に対する感謝の気持ちを組み合わせてデザインしました。
中央の社名は、当社グループが2008年より活動協賛しているスタジオ
ジブリの鈴木敏夫プロデューサーの直筆揮毫（きごう）です。

当社グループからのお知らせ 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
■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（2020年3月31日現在）

■役　員 （2020年6月25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）

金融機関 （104名） 139,767千株 45.9%
その他法人 （380名） 69,105千株 22.7%
外国人 （542名） 44,399千株 14.6%
個人・その他 （24,603名） 46,762千株 15.4%
証券会社 （39名） 4,322千株 1.4%

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 毛　利　　　晃
取締役 岩　崎　浩　一
取締役 小　髙　　　聡
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。

■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 　25,668名（前期末比6,336名増）

株式の状況 （2020年3月31日現在）

■株式分布状況（所有者別）

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。


