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株主の皆様には、ますますご清祥のこととお慶び申しあげます。�
平素は格別のご支援を賜り厚くお礼申しあげます。�
さて、ここに第60期中間期（2007年4月1日から2007年9月30日まで）の�
事業の概況についてご報告申しあげます。�

「食足世平（食足りて世は平らか）」の企業理念の下に、�
新しい食の創造・開発を通じて、人々の生活に喜びを�
もたらすことを会社の使命としています。�

事業の概況�
当中間連結会計期間の日本経済は、好調な輸出とこれに伴

う高水準の企業収益、堅調な個人消費を背景に、設備投資に

一部鈍化は見られたものの、景気は引続き緩やかな回復の基

調を示しています。また、物価面では原油価格の高騰を主因

とする原材料価格上昇の影響が、企業間取引において次第

に顕著になり、徐々に、消費者物価への波及が予想されるに

至っています。�

一方、即席めん業界においては、少子・高齢化による若年

ユーザー層の減少という構造的な問題を抱え、さらには、原材

料価格の上昇、小売流通業界の廉価販売要請、競合商品との

競争激化などにより、当業界を取り巻く販売環境は一層厳しい

ものとなっています。各社が行ってきたコストアップ吸収のた

めの企業努力も、ここに来て、限界を迎えつつあり、価格転嫁

の方針を打ち出す企業が多く見受けられるようになりました。�

このような中、当社では引続き、多様化する消費者ニーズ

への対応と市場の活性化を図るための積極的な販売活動

を実施しました。なかでも、主力ブランド製品である「カップ

ヌードル」「日清のどん兵衛」「日清焼そばU.F.O.」に秋季限

定のきのこを具材にした製品を新発売し、好調な滑り出しを

見せています。また、電子レンジ調理型の製品として新たに投

入した「日清Spa王レンジタイプ」シリーズや「日清Chin」シ

リーズ、「日清焼そばU.F.O. NEXT GENERATION ミックス

焼そば」などは、簡単調理で本格的な食感を求めるユーザー

に応えました。さらに、当社の主力袋めんである「チキン

ラーメン」では新たなバリエーションとして、フライパンでつ

くる「日清焼チキン」を新発売し、大好評を得ました。�

その他の事業では、引続き、乳酸菌飲料「ピルクル」、シリ

アル食品「シスコーンBIG」や新たに加わった外食事業が

堅調に推移しました。�

当中間連結会計期間の業績は、売上では前期に子会社化

した明星食品が連結子会社に加わったことが寄与し、売上高

1,897億34百万円（前年同期比24.4％増）と前年同期を

大幅に上回る増収となりました。しかし、利益面では退職給

付関係費用の増加や、国内販売の計画未達、原材料価格の上

昇などの影響もあり、営業利益は113億20百万円（前年同

期比19.7％減）、経常利益は144億96百万円（前年同期比

10.8％減）となりました。中間純利益も、ニッシンフーズ

(U.S.A.)Co.,Inc.の特別損失などの要因も加わったため、54

億78百万円（前年同期比42.1％減）と減益となりました。�

�
通期の見通し�
日本経済は、米国経済の減速懸念などから、景気の先行

きにはやや不透明感はあるものの、国内の設備投資は今後

増加が予想され、今後とも緩やかな景気回復基調を続ける

ものと予想されます。�

このような中、引続き当社は、食品メーカーの使命である

食の安全性確保を第一義に考え、信頼のロングセラーブラ

ンド「チキンラーメン」「カップヌードル」「明星チャルメラ」

などの既存主力製品に加え、消費者のニーズを的確に捉え

た新製品を開発し、販売を推し進めていきます。�

株主の皆様におかれましては、今後ともより一層のご支援、

ご協力を賜りますようお願い申しあげます。�
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■ 営業活動によるキャッシュ・フロー�
前年同期に比べ2億26百万円増加し、87億90百万円の

収入となりました。現金及び現金同等物（以下、資金といいま
す。）の減少要因として税金等調整前中間純利益の減少及び
未払債務の減少がありましたが、退職給付引当金の増減額が
増加したこと及び売上債権が減少したことが資金の増加要因
となりました。�

■ 投資活動によるキャッシュ・フロー�
前年同期に比べ38億26百万円支出が増加し、151億85
百万円の支出となりました。この主な要因は資金の効率的な
運用を図るため債券を購入したことにより投資有価証券等の
取得による支出が増加したこと及び有価証券の売却・償還に
よる収入が減少したことによるものです。�

■ 財務活動によるキャッシュ・フロー�
前年同期に比べ3億52百万円支出が増加し、21億37百万
円の支出となりました。この主な要因は長期借入金を返済した
こと及び自己株式の売買収支が減少したことによるものです。�
�

■ 即席袋めん類�

売上高 322億55百万円（前年同期比41.9％増）�

「チキンラーメン」「明星チャルメラコレクション醤油とんこつ5食
パック」と新製品の「日清焼チキン」などが大きく売上に貢献したため、
売上高は増収となりました。�
�

■ カップめん類�

売上高 1,156億24百万円（前年同期比20.7％増）�

春先から初夏にかけて需要が高まるカップ焼そば類は、積極的な宣
伝と販促キャンペーンを展開し、「日清焼そばU.F.O.」を中心に好調
な売上を記録しました。特に、主力製品の「日清焼そばU.F.O.ビッグ」

「一平ちゃん夜店の焼そば大盛特別版」が、また、新製品では、「日清
焼そばU.F.O.シーフード焼そば」や電子レンジ調理の「日清焼そば
U.F.O. NEXT GENERATION ミックス焼そば」が好調な滑り出しを
見せました。ラーメンジャンルではノンフライめんの「日清麺職人」が
消費者の支持を受け引続き売上を伸ばしました。�
�
■ チルド・冷凍食品�

売上高 222億11百万円（前年同期比9.7％増）�

チルド食品では、「なんつッ亭」などの付加価値の高いラーメン群の
強化を図り、好調な売行きを示しました。さらに、チルド調理めんの売
上が加わったこともあり、売上高は増収となりました。�
一方、冷凍食品では、夕食の食卓での利用を提案した高付加価値製

品の「冷凍日清Spa王プレミアディナーとろっとチーズの濃厚カルボ
ナーラ」「冷凍日清Spa王プレミアディナープリプリ海老となすのトマ
トソース」が消費者の好評を得ましたが、売上高は減収となりました。�
�
■ その他の事業�

売上高 196億43百万円（前年同期比43.5％増）�

乳酸菌飲料「ピルクル」、シリアル食品の「シスコーンBIG」が引続
き堅調な売行きを示し、新たに加わった外食事業も当事業の増収に貢
献しました。�

■ 部門別の売上状況�

�

合　計�
1,897億円�

即席袋めん類�

17.0％�

その他の事業�

10.4％�

部門別の売上構成比�

チルド・冷凍食品�

11.7％� カップめん類�

60.9％�

■ キャッシュ・フローの状況�
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資本金� 自己株式�資本剰余金�利益剰余金� 株主資本�
合計�

 資産の部�

 流動資産�
 固定資産�
  有形固定資産�
  無形固定資産�
  投資その他の資産�
 資産合計�

 負債の部�

 流動負債�
 固定負債�
 負債合計�

 純資産の部�

 株主資本�
  資本金�
  資本剰余金�
  利益剰余金�
  自己株式�
 評価・換算差額等�
  その他有価証券評価差額金�
  土地再評価差額金�
  為替換算調整勘定�
 少数株主持分�

 純資産合計�

 負債純資産合計�

150,450
213,544
66,700

598
146,245
363,995

71,493
16,571
88,065

268,400
25,122
48,416

211,487
△ 16,626

1,206
8,936

△ 7,568
△ 161
6,323

275,930

363,995

149,583
257,756
92,944
4,681

160,130
407,339

89,533
26,061

115,594

280,747
25,122
49,754

220,209
△ 14,338

4,223
9,026

△ 7,532
2,729
6,774

291,745

407,339

株主資本� 評価・換算差額等�
少数株主�
持分�

純資産�
合計�その他�

有価証券�
評価差額金�

土地再評価�
差額金�

為替換算�
調整勘定�

評価・換算�
差額等合計�

中間連結株主資本等変動計算書� （単位：百万円）�

（注） 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。�

 売上高�

 　売上原価�

 売上総利益�

 　販売費及び一般管理費�

 営業利益�

 　営業外収益�

 　営業外費用�

 経常利益�

 　特別利益�

 　特別損失�

 税金等調整前中間純利益�

 　法人税、住民税及び事業税�

  　法人税等調整額�

 　少数株主利益�

  中間純利益�

152,466

75,597

76,869

62,763

14,105

2,355

203

16,257

82

1,461

14,878

3,276

1,960

173

9,468

189,734

95,745

93,989

82,668

11,320

3,289

113

14,496

202

2,850

11,848

4,373

2,057

 △ 60

5,478

（注） 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。�

中間連結貸借対照表�
第59期�

（2006年9月30日現在）�
第60期�

（2007年9月30日現在）�

（単位：百万円）�

25,122 49,754 216,553 △ 14,318 277,111 10,921 △ 7,532 1,251 4,639 6,724 288,476
          
 △ 1,833 △ 1,833 △ 1,833

5,478 5,478 5,478
△ 21 △ 21 △ 21

0 0 1                                          1
12 12 12

－ △
 
1,894 － 1,478 △ 416 49 △ 367

－ 0 3,656 △ 20 3,636 △ 1,894 － 1,478 △ 416 49 3,269

25,122 49,754 220,209 △ 14,338 280,747 9,026 △ 7,532 2,729 4,223 6,774 291,745

 2007年3月31日残高�
 中間連結会計期間中の変動額�
 　剰余金の配当�
 　中間純利益�
 　自己株式の取得�
 　自己株式の処分�
 　その他利益剰余金増加高�

 　株主資本以外の項目の�
 　中間連結会計期間中の変動額（純額）�

 中間連結会計期間中の変動額合計�

 2007年9月30日残高�

（注） 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。�

中間連結損益計算書�
第59期�

2006年4月 1日から�
2006年9月30日まで�

第60期�
2007年4月 1日から�
2007年9月30日まで�

（単位：百万円）�

中間連結キャッシュ・フロー計算書�

（               ）�
第59期�

2006年4月 1日から�
2006年9月30日まで�（               ）�

第60期�
2007年4月 1日から�
2007年9月30日まで�

 営業活動によるキャッシュ・フロー�

 投資活動によるキャッシュ・フロー�

 財務活動によるキャッシュ・フロー�

 現金及び現金同等物に係る換算差額�

 現金及び現金同等物の増減額�

 現金及び現金同等物の期首残高�

 新規連結子会社増加に伴う�
 　現金及び現金同等物の増加額�

 現金及び現金同等物の中間期末残高�

8,563

△ 11,359

△ 1,785

△ 290

△ 4,871

61,570

251

56,949

8,790

 △ 15,185

 △ 2,137

656

 △ 7,877

76,694

－

68,817

（単位：百万円）�

（注） 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。�

（              ）�（              ）�



Topicsトピックス�

製品群名�
メーカー希望小売価格（税別）�

旧価格� 新価格�

90円� 100円�

155円� 170円�

90円� 100円�

175円� 190円�

200円� 215円�

250円� 270円�

285円� 305円�

当社即席袋めん・カップめん製品のメーカー希望小売

価格を、年内は据え置きますが、新年(2008年1月1日)

出荷分から、7～11%値上げさせていただくこととい

たしました。�

即席めんの原材料である小麦の政府売渡価格は、本年

4月に続き、10月からさらに10%と大幅に引上げられ、

当社への大きな影響が避けられない状況となりました。�

また、パーム油、包装資材、具材及びスープ原料など

の原材料も、世界的な原材料価格高騰を受けて大きく

上昇しております。今後、中長期的にもこのようなトレン

ドは続き、資材調達コストを押上げていくものと予想さ

れます。�

さらに、企業の社会的責任が大きくなる中、環境保全

や食の安全・安心のためのコストも多大なものとなって

きております。�

当社では、1990年のメーカー希望小売価格の改定

以来、17年間厳しい環境の中、コストアップを抑える努

力を続け、価格の維持に努めてまいりましたが、企業努

力は限界に近づいております。�

このような状況下、引続き高品質で、安全・安心な製

品を提供するためにも、新年からやむなくメーカー希望

小売価格改定を実施することといたしました。�

また、当社連結子会社の明星食品も2008年１月１日

出荷分から、ほぼ同内容の価格改定を実施することとい

たしました。�

�

■ 主要な対象製品�

 チキンラーメン�

 日清のラーメン屋さん�

 出前一丁�

 日清焼そば 等�

 �

 カップヌードル�

 日清のどん兵衛�

 日清焼そばU.F.O.�

 チキンラーメンどんぶり�

 日清麺職人 等�

�

● ミニ�

 カップヌードル ミニ�

 日清のどん兵衛 ミニ 等�

�

● ビッグ・大盛り�

 カップヌードル ビッグ�

 日清のどん兵衛 特盛�

 日清焼そばU.F.O. ビッグ 等�

�

● 生タイプめん�

 日清Spa王�

 日清のごんぶと 等�

 �

 行列のできる店のラーメン 等�

 �

 日清具多 等�

即席めん製品 希望小売価格改定 ～ 年内据え置き、新年から改定 ～�

中間貸借対照表�
第59期�

（2006年9月30日現在）�
第60期�

（2007年9月30日現在）�

 資産の部�

 流動資産�
 固定資産�
  有形固定資産�
  無形固定資産�
  投資その他の資産�
 資産合計�

 負債の部�

 流動負債�
 固定負債�
 負債合計�

 純資産の部�

 株主資本�
  資本金�
  資本剰余金�
  利益剰余金�
  自己株式�
 評価・換算差額等�
  その他有価証券評価差額金�
  土地再評価差額金�

 純資産合計�

 負債純資産合計�

114,797
202,623
42,776

108
159,738
317,420

53,081
14,221
67,302

249,139
25,122
48,370

192,273
△ 16,626

977
8,546

△ 7,568

250,117

317,420

83,394
243,546
41,993

103
201,449
326,941

52,893
15,786
68,679

256,725
25,122
49,708

196,232
 △ 14,338

1,536
9,069

 △ 7,532

258,261

326,941

（単位：百万円）�

（注） 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。�

（注） 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。�

資本金� 自己株式�資本剰余金�利益剰余金� 株主資本�
合計�

25,122 49,708 197,763 △ 14,318 258,275 10,822 △ 7,532 3,289 261,565
        

△ 1,833 △ 1,833 △ 1,833
303 303 303

△ 21 △ 21 △ 21
0 0 1 1

－ △ 1,753 － △ 1,753 △ 1,753

－ 0 △ 1,530 △ 20 △ 1,550 △ 1,753 － △ 1,753 △ 3,303

25,122 49,708 196,232 △ 14,338 256,725 9,069 △ 7,532 1,536 258,261

 2007年3月31日残高�
 中間会計期間中の変動額�
 　剰余金の配当�
 　中間純利益�
 　自己株式の取得�
 　自己株式の処分�
 　株主資本以外の項目の�
 　中間会計期間中の変動額（純額）�
 中間会計期間中の変動額合計�

 2007年9月30日残高�

株主資本� 評価・換算差額等�

その他�
有価証券�
評価差額金 �

土地再評価�
差額金�

評価・換算�
差額等合計�

純資産�
合計�

（単位：百万円）�

中間損益計算書�
第59期�

2006年4月 1日から�
2006年9月30日まで�

第60期�
2007年4月 1日から�
2007年9月30日まで�

 売上高�

 　売上原価�

 売上総利益�

 　販売費及び一般管理費�

 営業利益�

 　営業外収益�

 　営業外費用�

 経常利益�

 　特別利益�

 　特別損失�

 税引前中間純利益�

 　法人税、住民税及び事業税�

  　法人税等調整額�

  中間純利益�

111,391

48,740

62,650

49,601

13,049

1,870

47

14,871

0

857

14,014

2,605

2,846

8,561

108,896

48,544

60,352

50,378

9,973

2,175

3

12,144

174

6,404

5,914

3,657

1,953

303

（単位：百万円）�

（注） 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。�
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中間株主資本等変動計算書�

（              ）�（              ）�

単独決算の状況� Non-Consolidated
　Financial Statements

即
席
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め
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日清食品�

2007年7月16日に発生した新潟県中越沖地震被

災地へ向け、当社では救援物資として「カップヌードル」

11,000食を緊急輸送しました。�

加えて、給湯機能付きキッチンカー「チキンラーメン

号」を2台派遣。柏崎市内で7月18日～21日までの4

日間、救援活動を行い、約3,600名の方々に「カップ

ヌードル」を提供しました。�

インスタントラーメンは、救援物資として高い評価を

受けており、これまでも、1995年の阪神淡路大震災、

2004年の新潟県中越地震において救援活動を行って

います。�

　創業者 安藤百福の「食足世平」（食足りて世は平らか）

を企業理念に掲げる当社では、今後とも被災地への救

援活動を迅速かつ積極的に行っていきます。�

�

2007年8月25日、

「第11回 ＩＡＡＦ世界陸

上競技選手権大阪大会」

の開幕種目の男子マラ

ソンに、当社陸上競技部 

諏訪利成選手が出場し、

7位に入賞しました。�

また、国ごとに上位3

名の合計タイムで競う

団体戦では、諏訪選手を

含め日本人選手3名が入賞したことにより、日本チーム

が優勝しました。�

当社陸上競技部は、創業者 安藤百福の「食とスポーツ

は健康を支える両輪である」という理念のもと、1995

年に発足、1996年には実井謙二郎選手がアトランタオ

リンピック男子マラソンに出場、2004年には諏訪利成

選手がアテネオリンピック男子マラソンに出場し、6位入

賞を果たした実績を持っています。�

これからも当社陸上競技部の活躍にご期待下さい。�

�

チキンラーメン号 新潟県中越沖地震被災地へ出動�

世界陸上男子マラソン 諏訪利成選手7位入賞、団体優勝�
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New Products新製品のご案内�

諏訪利成選手が7位入賞�

7　● 第60期 中間株主通信�

Topics

日清焼そばＵ．Ｆ．Ｏ．�
ＮＥＸＴ ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮ�
ミックス焼そば�

カップめん�

水からレンジで炊き込むことで、
生めんの様なもちもちの食感
を実現。�

9月3日発売（全国）�

日清Ｓｐａ王�
レンジタイプ ナポリタン�

カップめん�

香ばしく調理感のある甘口
で懐かしいナポリタン。�

9月3日発売（全国）�

レンジどん兵衛カレーうどん�

カップめん�

プリッとしたコシのある生タイプめん。
レンジ調理ならではの新しい美味し
さを実現。�

11月12日発売（全国）�

熱々屋台�
とんこつ醤油ラーメン 2人前�

チルド製品�

湯切り不要の生めんと濃厚なと
んこつ醤油スープ。お鍋ひとつで
作るので麺もスープも熱々。�

9月1日発売�
（北海道、沖縄を除く全国）�

行列のできる店のラーメン�
札幌 2人前�

チルド製品�

香味野菜の風味がきいた濃厚
な味噌スープとコシのあるちぢ
れめん。�

9月1日発売�
（北海道、沖縄を除く全国）�

冷凍 日清具多�
エビとホタテの鍋焼うどん�

冷凍製品�

エビ、ホタテなど具多の鍋焼な
らではの海鮮具材が充実！ダシ
の旨みとコクが更にアップ。�

9月1日発売（全国）�

冷凍 日清具多�
海鮮ちゃんぽん�

冷凍製品�

好評の海鮮ちゃんぽんが、装
い新たに登場 ！ たっぷり野菜
と海鮮具材が魅力。�

9月1日リニューアル発売�
（全国）�

日清Ｓｐａ王�
レンジタイプ カルボナーラ�

カップめん�

チーズと卵のたっぷり濃厚ソース
のカルボナーラ。�

9月3日発売（全国）�

シーフードヌードルにミルクの
「まろやかさ」「コク」が加わっ
た贅沢な一品。�

11月12日発売（全国）�

日清ラ王 上海風担担麺�

カップめん�

カップヌードル�
ミルクシーフードヌードル�

カップめん�

生タイプ中華細麺と、香酢と花
椒の香る濃厚スープが特徴。
六本木「中國飯店」監修。�

11月26日発売（全国）�



会社データ� Corporate
          Data
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�

�

商　　　　号 日清食品株式会社�
 （Nissin Food Products Co.,Ltd.）�

設　　　　立 1948年9月�

資　   本　   金 25,122,718,774円�

従  業  員  数 1,393名�

本社の所在地 大阪市淀川区西中島四丁目1番1号�

東京本社の所在地 東京都新宿区新宿六丁目28番1号�

事  業  内  容 即席袋めん、カップめんを主とする�
 インスタント食品の製造及び販売、�
 その他食品事業など�

■ 会社概要� ■ 役員及び執行役員�
�

■ 主な事業所�

�

�
代表取締役社長 安　藤　宏　基�
代表取締役専務取締役 中　川　　　晋�
常 務 取 締 役  松　尾　昭　英�
常 務 取 締 役  成　戸　隆　之�
取　　締　　役 松　村　泰　治�
取　　締　　役 笹　原　　　研�
取　　締　　役 柳　田　隆　久�
取　　締　　役 鉄　林　　　修�
取　　締　　役 三　浦　善　功�
取　　締　　役 永　野　博　信�
取　　締　　役 ※ 小　島　順　彦�
取　　締　　役 ※ 小　林　栄　三�
�
常 勤 監 査 役  寺　田　雄　一�
常 勤 監 査 役  牧　園　俊　作�
監　　査　　役 ＊  堀  之  内　　徹�
監　　査　　役 ＊  　　野　裕　士�
�
執　行　役　員 西　尾　正　美�
執　行　役　員 山　田　敏　広�
執　行　役　員 　　橋　　　孝�
執　行　役　員 横　越　隆　史�
執　行　役　員 山　東　一　雅�
執　行　役　員 服　部　秀　樹�
執　行　役　員 宮　田　昌　文�
執　行　役　員 友　政　克　己�
執　行　役　員 広　田　喬　司�
執　行　役　員 森　本　宏　樹�
執　行　役　員 坂　井　孝　司�
執　行　役　員 田　中　　　充�

● 支 店�
北海道支店 札幌市北区北七条西一丁目1番地2�
東 北 支 店 仙台市青葉区一番町一丁目8番3号�
中 部 支 店 名古屋市千種区内山三丁目7番3号�
中 国 支 店 広島市南区西荒神町1番8号�
四 国 支 店 高松市観光通二丁目2番15号�
九 州 支 店 福岡市博多区博多駅東二丁目13番34号�
�

● 工 場�
関 東 工 場 茨城県取手市清水667番地1�
静 岡 工 場 静岡県志太郡大井川町相川17番2�
滋 賀 工 場 滋賀県栗東市下鈎140番地1�
下 関 工 場 山口県下関市小月小島一丁目1番12号�
�

● 研究所�
中央研究所 滋賀県草津市野路町2247番地�
食品安全研究所 滋賀県草津市野路町2247番地�

※ 社外取締役　＊ 社外監査役�

 （2007年9月30日現在）�

明星 男っぷり肉わんたん麺�
濃厚しょうゆ味�

ガーリックの旨みが効いた、濃厚
しょうゆスープのしっかりした食べ
応えのあるわんたん麺。�

10月22日発売（全国）�

明星 飲茶三昧�
春雨 キムチ豆乳�

つるつるの春雨にキムチと豆乳、
ヘルシー素材の組み合わせ。�

10月22日リニューアル発売�
（全国）�

クリスプケーキ�
ホワイトデコレ�

3種のフルーツ、ナッツ、コーン
フレークをホワイトチョコで固
めた贅沢なおいしさ。�

9月10日発売（全国）�

たっぷりおいものケーキ�

さつまいもをたっぷり50％使
用した、かわいい形のホクホク
ケーキ。�

10月8日発売（全国）�

十勝のむヨーグルト いちご�

十勝産の乳原料を丹念にはっ酵さ
せ、甘酸っぱいいちご果汁を加え
た飲むヨーグルト。�

12月4日リニューアル発売�
（沖縄を除く全国）�

山形ラ･フランスヨーグルト�

くだものの貴婦人、山形ラ･フラン
スのクリーミィーな舌触りと高貴
な香りの味わい。�

10月16日発売�
（沖縄を除く全国）�

明星 一平ちゃん�
夜店の焼そば大盛�
テリヤキソースプラス�

とろ～り仕上げのテリヤキソースと
からしマヨネーズの組み合わせが
新しい美味しさ。�

11月19日発売（全国）�

明星 一平ちゃん�
夜店の焼そば 旨醤油味�

チャーシューを漬け込んだ醤油
だれに、風味付けした調味油を
合わせた旨醤油味焼そば。�

9月25日発売（全国）�

明星 もちもち食感�
カレーラーメン�

丸くてもちもちした食感の
太めんに、香り立つカレー
味のラーメン。�

10月15日発売（全国）�

明星�
あったかキムチ鍋風うどん�

寒い季節にぴったりな、に
ぎやか具材のキムチ鍋風
のうどん。�

11月5日発売（全国）�

明星食品�

日清シスコ� 日清ヨーク�

New Products



�
�
（1）中間配当金のお支払いについて �

第60期中間配当金につきましては、銀行口座又は
ゆうちょ銀行口座をご指定の方には、「第60期中間
配当金計算書」及び「中間配当金振込先のご確認に
ついて」を同封いたしましたので、ご確認ください。�
また、銀行口座又はゆうちょ銀行口座をご指定でな
い方には、同封の「中間配当金領収証」により、払渡し
期間内（平成19年12月3日から平成20年1月18日
まで）に最寄りのゆうちょ銀行本店及び出張所並びに
郵便局（銀行代理業）で、「中間配当金領収証」裏面記
載事項の注意書をご覧のうえ、お受取りください。�
 �

（2）単元未満株式をご所有の株主の皆様へ�
単元未満株式（100株未満）をご所有の株主の皆様
は、その単元未満株式と併せて1単元の株式数（100
株）となる株式の買増請求、又は単元未満株式の買取
請求（当社に対する売却）をすることができます。�
なお、お手続きをご希望の方は、左記の株主名簿管
理人お問い合わせ先までご連絡ください。�
 �

（3）株主様専用電子メールアドレスのご案内 �
当社は、株主様からのご意見をお寄せいただくた
め、お電話、お手紙のほか専用電子メールアドレスを
設けております。�
当社について日頃お気づきの事柄がございました

ら、次のメールアドレスまでお寄せください。�
なお、お電話、お手紙でもお待ち申しあげております。�
① 株主様専用電子メールアドレス�
    E-mail　soumu＠mb1.nissinfoods.co.jp　�
② ご連絡先�
    〒532-8524�
　 大阪市淀川区西中島四丁目１番１号�
 　日清食品株式会社　総務部�
　 株主様係�
　 TEL （06）6305-7711（代表）�
　 FAX （06）6304-1288�
    E-mail　soumu＠mb1.nissinfoods.co.jp

事　業　年　度  ： 毎年4月1日から翌年3月31日まで�

配当金受領株主確定日 ： 期末配当金　3月31日�
　　  中間配当金　9月30日　　�

単 元 株 式 数  ： 100株�

定 時 株 主 総 会  ： 6月中�

基　　準　　日 ： 3月31日�
  その他必要あるときは、あらかじめ公告

して定めます。�

公 告 の 方 法  ： 電子公告の方法により行います。ただし、
電子公告によることができない事故その
他のやむを得ない事由が生じたときは、
日本経済新聞に掲載する方法により行い
ます。�

  公告掲載URL�   
http://www.nissinfoods.co.jp/koukoku/�

株主名簿管理人 ： 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 
みずほ信託銀行株式会社�

同事務取扱場所 ： 大阪市北区曽根崎二丁目11番16号 
みずほ信託銀行株式会社  
大阪支店証券代行部�

同  取  次  所  ： みずほ信託銀行株式会社  
本店及び全国各支店   
みずほインベスターズ証券株式会社 
本店及び全国各支店�

郵 便 物 送 付 先  ： 〒135-8722�
及びお問い合わせ先  東京都江東区佐賀一丁目17番7号 

みずほ信託銀行株式会社　証券代行部 
TEL 0120-288-324（フリーダイヤル）�

上場金融商品取引所 ： 東京証券取引所（市場第一部）�
  大阪証券取引所（市場第一部）�

株主メモ�
お 知 ら せ�

大豆インキを使用しています。�

本　　　　社 〒532-8524　大阪市淀川区西中島四丁目1番1号�
 TEL （06）6305-7711（代表）�
東  京  本  社 〒160-8524　東京都新宿区新宿六丁目28番1号�
 TEL （03）3205-5111（代表）�
ホームページ http://www.nissinfoods.co.jp/

自社製品詰め合わせ�
● 100株以上1,000株未満・・・・・900円相当 �
 ※6月贈呈�

● 1,000株以上・・・・・・・・・・・・・4,500円相当�
 ※6月及び11月、各2,250円相当分を贈呈�

株主�
優待�
割当基準日�
3月31日�


