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1Executive Summary

FY2019
Mgmt. 
Policy

FY2019
3Q

Results

Summary

of 3Q

Aim to make a further leap forward in the milestone year of the 60th anniversary of the birth of instant noodles!
Domestic: “Heat up” the Japanese market through the strong enhancement of long-selling brands

- Aim to maximize sales by enhancing products that will celebrate their anniversaries, including the 60th anniversary of 
CHICKEN RAMEN

- Make a strategic move toward medium- and long-term sustained growth with the construction of the Kansai Plant 
Overseas: “Boil” the global market based on the CUP NOODLES Strategy

- Make innovative changes occur in the market by proposing high value-added products, with a focus on the globalization of 
CUP NOODLES

- Detect changes in the market environment accurately and accelerate area strategies

Consolidated: Revenue increased and profit decreased (operating profit, profit attributable to owners of parent).

Domestic: Both revenue and operating profit increased.
• NISSIN FOOD PRODUCTS: The main brands, led by CHICKEN RAMEN  that is marking its 60th anniversary, drove higher revenue. There was 

an impact of increases in raw materials costs and depreciation due to the first stage operation of the Kansai Plant, resulting in lower profit. 
• MYOJO FOODS: YOMISE NO YAKISOBA of cup-type noodles and CHUKAZANMAI of bag-type noodles performed strongly, resulting in higher 

revenue and operating profit. 
• Chilled and frozen foods: Revenue increased in both the chilled foods business and the frozen foods business. Operating profit declined slightly 

due to the decreased operating profit of the subsidiaries in the frozen foods business. 
• Confectionary and beverages: Revenue recovered to last year’s level at NISSIN CISCO. While revenue increased at BonChi, it decreased at 

NISSIN YORK. Operating profit increased in the overall segment. 
• Domestic others: Gain on sales of real estate was posted.

Overseas: Revenue increased and operating profit decreased.
• The Americas: Revenue rose substantially on a local currency basis in Brazil and Mexico. Revenue increased in the U.S., but the Americas was a

slight increase on a JPY currency basis given the impact of foreign exchange. Operating profit decreased substantially on the basis of higher costs 
in the U.S. and a reaction to the receipt of fire insurance in Brazil (in the previous fiscal year) and the impact of the weaker Real.  

• China: Revenue increased in both Hong Kong and Mainland China. Operating profit declined, mainly due to a rise in G&A expenses and a reaction 
to recording gain on sales of property in the previous fiscal year.

• Asia: Revenue increased, mainly due to the contributions of Thailand, India and Vietnam. Operating profit increased, exceeding that of the 
previous year in all regions with the contribution of the rise in gain on investments accounted for using the equity method. 

• EMEA: Revenue increased in both Europe and Turkey. Operating profit increased despite a fall in gain on investments accounted for using the 
equity method.

Reconciliations: Operating profit decreased.
• Gain on change in equity that occurred in 4Q of the last fiscal year was incorporated in the operating profit of 3Q of the last fiscal year following the 

adoption of IFRS. 
Domestic businesses, particularly the instant noodles business and the chilled and frozen foods businesses, contributed to higher revenue. The Group
achieved a rise in operating profit thanks to posting a gain on sales of real estate, despite an increase in depreciation due to the operation of the Kansai 
Plant. However, overseas businesses saw higher revenue and lower operating profit, especially, due to significant changes in the cost structure of the 
U.S., while the U.S. is working on the penetration of price increases. The Group will aim to achieve the initial targets by continuing to respond to 
environmental changes in each business and region.



FY2019 Nine Months Results: Summary 2

(bil. Yen)

FY2019 FY2018

9 Months Results YoY Change YoY Change(%) 9 Months Results

Revenue 336.8 +6.9 +2.1% 329.8

Operating profit 34.8 -1.2 -3.3% 35.9

Profit attributable to owners of
parent 24.7 -4.3 -14.9% 29.0

OP margin 10.3% -0.6pt 10.9%

Profit attributable to owners of
parent margin 7.3% -1.5pt 8.8%

The Group will continue to aim to achieve the initial targets. 


2018年度計画サマリー

												(bil. Yen)

				FY2019								FY2018

				9 Months Results		YoY Change		YoY Change(%)				9 Months Results

		Revenue		336.8		+6.9		+2.1%				329.8

		Operating profit		34.8		-1.2		-3.3%				35.9

		Profit attributable to owners of parent		24.7		-4.3		-14.9%				29.0



		OP margin		10.3%		-0.6pt						10.9%

		Profit attributable to owners of parent margin		7.3%		-1.5pt						8.8%







2018年度セグメント別売上実績

						2017年度 ネン ド								2017年度 ネン ド								2017年度 ネン ド								2017年度 ネン ド		2016年度 ネン ド

						実績 ジッセキ		計画比 ケイカク ヒ						計画 ケイカク								実績 ジッセキ		計画比 ケイカク ヒ						計画 ケイカク		実績 ジッセキ

				国内　計 コクナイ ケイ		1,234		+34		+2.8%				1,200						国内　計 コクナイ ケイ		1,234		+34		+2.8%				1,200		1,300

				海外　計 カイガイ ケイ		123		+23		+23.0%				100						海外　計 カイガイ ケイ		123		+23		+23.0%				100		100

				連結売上高 レンケツ ウリアゲ ダカ		1,357		+57		+4.4%				1,300						連結売上高 レンケツ ウリアゲ ダカ		1,357		+57		+4.4%				1,300		1,400



														（単位：億円） タンイ オクエン																		（億円） オクエン

						2018年度 ネン ド								2017年度 ネン ド								2018年度 ネン ド								2017年度 ネン ド		2017年度 ネン ド

						第1四半期 ダイ シハンキ		前期差異 ゼンキ サイ		前期比 ゼンキヒ				第1四半期 ダイ シハンキ								予想 ヨソウ		前期比 ゼンキ ヒ						実績 ジッセキ		実績 ジッセキ

		即席めん事業 ソクセキ ジギョウ				2,275		+53		+2.4%				2,222				即席めん事業 ソクセキ ジギョウ				2,285		+69		+3.1%				2,216		2,732

				日清食品 ニッシン ショクヒン		1,950		+40		+2.1%				1,910						日清食品 ニッシン ショクヒン		1,955		+51		+2.7%				1,904		2,319

				明星食品 ミョウジョウ ショクヒン		325		+13		+4.3%				312						明星食品 ミョウジョウ ショクヒン		330		+18		+5.8%				312		413

		低温事業 テイオン ジギョウ				555		+12		+2.2%				543				低温事業 テイオン ジギョウ				558		+20		+3.7%				538		637

		菓子・飲料事業 カシ インリョウ ジギョウ				440		+14		+3.3%				426				菓子・飲料事業 カシ インリョウ ジギョウ				452		+22		+5.1%				430		515

		国内その他 コクナイ タ				40		▲1		▲2.5%				41				国内その他 コクナイ タ				40		+0		+0.0%				40		40

		国内　計 コクナイ ケイ				3,310		78		+2.4%				3,232				国内　計 コクナイ ケイ				3,335		111		+3.4%				3,224		3,924

		米州地域 ベイシュウ チイキ				650		+25		+3.9%				625				米州地域 ベイシュウ チイキ				654		+11		+1.7%				643		643

		中国地域 チュウゴク チイキ				420		+19		+4.7%				401				中国地域 チュウゴク チイキ				417		+14		+3.5%				403		428

		アジア地域 チイキ				100		+8		+8.4%				92				アジア地域 チイキ				114		+23		+25.3%				91		96

		ＥＭＥＡ地域 チイキ				70		+11		+18.6%				59				ＥＭＥＡ地域 チイキ				78		+19		+32.2%				59		59

		海外計 カイガイ ケイ				1,240		+62		+5.3%				1,178				海外計 カイガイ ケイ				1,263		+67		+5.6%				1,196		1,226

		連結売上収益 レンケツ ウリアゲ シュウエキ				4,550		+140		+3.2%				4,410				連結売上収益 レンケツ ウリアゲ シュウエキ				4,598		+178		+4.0%				4,420		5,150



																																（億円） オクエン

						2018年度 ネン ド								2017年度 ネン ド								2018年度 ネン ド								2017年度 ネン ド		2017年度 ネン ド

						予想 ヨソウ		前期比 ゼンキ ヒ						実績 ジッセキ								予想 ヨソウ		前期比 ゼンキ ヒ						実績 ジッセキ		実績 ジッセキ

						（ＩＦＲＳ）		（前期ＩＦＲＳとの比較） ゼンキ ヒカク						（ＩＦＲＳ）※1								（ＩＦＲＳ）		（前期ＩＦＲＳとの比較） ゼンキ ヒカク						（ＩＦＲＳ）※1		（日本基準） ニホン キジュン

		即席めん事業 ソクセキ ジギョウ				273		+15		+5.7%				258				即席めん事業 ソクセキ ジギョウ				274		+11		+4.4%				263		306

				日清食品 ニッシン ショクヒン		253		+14		+5.9%				239						日清食品 ニッシン ショクヒン		254		+11		+4.7%				243		285

				明星食品 ミョウジョウ ショクヒン		20		+1		+3.7%				19						明星食品 ミョウジョウ ショクヒン		20		+0		+0.5%				20		21

		低温事業 テイオン ジギョウ				22		+26		▲625.1%				△4				低温事業 テイオン ジギョウ				22		+27		▲531.4%				△5		21

		菓子・飲料事業 カシ インリョウ ジギョウ				26		+7		+34.2%				19				菓子・飲料事業 カシ インリョウ ジギョウ				27		+4		+18.2%				23		24

		国内その他 コクナイ タ				50		+35		+237.9%				15		　アセット/吉祥寺土地売買 キチジョウジ トチ バイバイ		国内その他 コクナイ タ				50		+38		+333.9%				12		11

		国内　計 コクナイ ケイ				371		83		+28.7%				288				国内　計 コクナイ ケイ				373		81		+27.8%				292		361

		米州地域 ベイシュウ チイキ				27		+3		+10.3%				24				米州地域 ベイシュウ チイキ				29		+4		+15.7%				25		19

		中国地域 チュウゴク チイキ				34		▲7		▲16.8%				41				中国地域 チュウゴク チイキ				34		▲3		▲7.9%				37		32

		アジア地域 チイキ				14		+18		▲452.3%				△4				アジア地域 チイキ				17		+24		▲342.9%				△7		△15

		ＥＭＥＡ地域 チイキ				11		+9		+581.7%				2				ＥＭＥＡ地域 チイキ				7		+7		ERROR:#DIV/0!				0		△5

		海外計 カイガイ ケイ				86		+23		+36.6%				63				海外計 カイガイ ケイ				87		+32		+57.5%				55		31

		退職給付会計の影響 タイショク キュウフ カイケイ エイキョウ																退職給付会計の影響 タイショク キュウフ カイケイ エイキョウ														7

		のれん償却 ショウキャク																のれん償却 ショウキャク														△17

		グループ間調整 カン チョウセイ				△52		▲5		+11.4%				△47				グループ間調整 カン チョウセイ				△52		▲5		+10.6%				△47		△47

		その他調整額 タ チョウセイ ガク				△45		▲91		▲198.4%				46		　ブラジルPPA		その他調整額 タ チョウセイ ガク				△43		▲83		▲208.5%				40		△4

		連結営業利益 レンケツ エイギョウ リエキ				360		10		+2.8%				350				連結営業利益 レンケツ エイギョウ リエキ				364		24		+7.2%				340		332

		（参考）調整後営業利益 サンコウ チョウセイゴ エイギョウ リエキ																（参考）調整後営業利益 サンコウ チョウセイゴ エイギョウ リエキ														325

				調整額・その他 チョウセイ ガク タ		△97		△96		10346%				△1





2018年度セグメント別売上実績 (セグメント組替)

		案１ アン																案１ アン

		売上収益 ウリアゲ シュウエキ																営業利益 エイギョウ リエキ

														（億円） オクエン																（億円） オクエン

						2018年度 ネン ド								2017年度 ネン ド								2018年度 ネン ド								2017年度 ネン ド

						予想 ヨソウ		前期比 ゼンキ ヒ						実績 ジッセキ								予想 ヨソウ		前期比 ゼンキ ヒ						実績 ジッセキ

						（ＩＦＲＳ）		（前期ＩＦＲＳとの比較） ゼンキ ヒカク						（ＩＦＲＳ）※1								（ＩＦＲＳ）		（前期ＩＦＲＳとの比較） ゼンキ ヒカク						（ＩＦＲＳ）※1

		即席めん事業 ソクセキ ジギョウ				2,285		+69		+3.1%				2,216				即席めん事業 ソクセキ ジギョウ				274		+11		+4.4%				263

				日清食品 ニッシン ショクヒン		1,955		+51		+2.7%				1,904						日清食品 ニッシン ショクヒン		254		+11		+4.7%				243

				明星食品 ミョウジョウ ショクヒン		330		+18		+5.8%				312						明星食品 ミョウジョウ ショクヒン		20		+0		+0.5%				20

		低温事業 テイオン ジギョウ				558		+20		+3.7%				538				低温事業 テイオン ジギョウ				22		+27		▲531.4%				△5

		菓子・飲料事業 カシ インリョウ ジギョウ				452		+22		+5.1%				430				菓子・飲料事業 カシ インリョウ ジギョウ				27		+4		+18.2%				23

		国内その他 コクナイ タ				40		+1		+2.6%				39				国内その他 コクナイ タ				12		▲22		▲64.7%				34

		国内　計 コクナイ ケイ				3,335		112		+2.1%				5,400				国内　計 コクナイ ケイ				597		54		+10.0%				543

		米州地域 ベイシュウ チイキ				654		+11		+1.7%				643				米州地域 ベイシュウ チイキ				29		+4		+15.7%				25

		中国地域 チュウゴク チイキ				417		+14		+3.5%				403				中国地域 チュウゴク チイキ				34		▲3		▲7.9%				37

		アジア地域 チイキ				114		+23		+25.3%				91				アジア地域 チイキ				17		+24		▲342.9%				△7

		ＥＭＥＡ地域 チイキ				78		+19		+32.2%				59				ＥＭＥＡ地域 チイキ				7		+7		-				0

		海外　計 カイガイ ケイ				1,263		67		+5.6%				1,196				海外計 カイガイ ケイ				87		+32		+57.5%				55

		連結売上収益 レンケツ ウリアゲ シュウエキ				4,598		179		+2.7%				6,596				調整額・その他 チョウセイ ガク タ				△9		▲2		-				△7

																		連結営業利益 レンケツ エイギョウ リエキ				675		84		+14.2%				591











































Sheet3

						2017年度 ネン ド		2016年度 ネン ド		変動金額 ヘンドウ キンガク

		営業利益 エイギョウ リエキ

		売上高変動 ウリアゲ ダカ ヘンドウ				ー		ー

		原価率変動 ゲンカ リツ ヘンドウ				ー		ー

		拡促費比率変動 カクソクヒ ヒリツ ヘンドウ				ー		ー

		物流費比率変動 ブツリュウ ヒ ヒリツ ヘンドウ				ー		ー

		減価償却費変動 ゲンカ ショウキャク ヒ ヘンドウ

		広告宣伝費変動 コウコク センデンヒ ヘンドウ

		一般管理費変動 イッパン カンリヒ ヘンドウ

		調整額 チョウセイ ガク

		営業利益 エイギョウ リエキ







(bil. Yen)

FY2019 FY2018
9 Months Results YoY Change YoY Change(%) 9 Months Results

Instant Noodles 170.3 +2.4 +1.5% 167.9

NISSIN FOOD PRODUCTS 145.5 +0.8 +0.6% 144.7

MYOJO FOODS 24.9 +1.6 +7.1% 23.2

Chilled and frozen foods 42.0 +1.0 +2.5% 41.0

Confectionery and beverages 32.1 -0.1 -0.3% 32.2

Domestic others 3.1 +0.1 +1.9% 3.1

Domestic total 247.6 +3.5 +1.4% 244.2

The Americas 46.0 +0.4 +0.9% 45.6

China (incl. H.K.) 30.3 +1.2 +4.2% 29.1

Asia 7.6 +0.7 +10.0% 6.9

EMEA 5.2 +1.1 +28.6% 4.0

Overseas total 89.1 +3.5 +4.1% 85.6

Consolidated revenue 336.8 +6.9 +2.1% 329.8

Revenue Results by Segment 3

* The results in China (including H.K.) are based on the consolidation policy of NISSIN FOODS HOLDINGS. Disclosure may differ from that of  NISSIN FOODS CO.,LTD. (located in H.K.). 


2018年度計画サマリー

												（億円） オクエン

				2018年度 ネン ド								2017年度 ネン ド

				第1四半期 ダイ シハンキ		前期比 ゼンキ ヒ						第1四半期 ダイ シハンキ

		売上収益（旧/売上高） ウリアゲ シュウエキ キュウ ウリアゲ ダカ		4,550		+140		+3.2%				4,410

		営業利益 エイギョウ リエキ		360		+10		+2.8%				350

		親会社の所有者に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウキ ジュンリエキ		260		▲30		▲10.5%				290



		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		7.9%		▲0.0pt						7.9%

		親会社の所有者に帰属する
当期純利益率 リツ		5.7%		▲0.9pt						6.6%







2018年度セグメント別売上実績

						2017年度 ネン ド								2017年度 ネン ド								2017年度 ネン ド								2017年度 ネン ド		2016年度 ネン ド

						実績 ジッセキ		計画比 ケイカク ヒ						計画 ケイカク								実績 ジッセキ		計画比 ケイカク ヒ						計画 ケイカク		実績 ジッセキ

				国内　計 コクナイ ケイ		1,234		+34		+2.8%				1,200						国内　計 コクナイ ケイ		1,234		+34		+2.8%				1,200		1,300

				海外　計 カイガイ ケイ		123		+23		+23.0%				100						海外　計 カイガイ ケイ		123		+23		+23.0%				100		100

				連結売上高 レンケツ ウリアゲ ダカ		1,357		+57		+4.4%				1,300						連結売上高 レンケツ ウリアゲ ダカ		1,357		+57		+4.4%				1,300		1,400



														(bil. Yen)																		（億円） オクエン

						FY2019								FY2018								2018年度 ネン ド								2017年度 ネン ド		2017年度 ネン ド

						9 Months Results		YoY Change		YoY Change(%)				9 Months Results								予想 ヨソウ		前期比 ゼンキ ヒ						実績 ジッセキ		実績 ジッセキ

		Instant Noodles				170.3		+2.4		+1.5%				167.9				即席めん事業 ソクセキ ジギョウ				2,285		+69		+3.1%				2,216		2,732

				NISSIN FOOD PRODUCTS		145.5		+0.8		+0.6%				144.7						日清食品 ニッシン ショクヒン		1,955		+51		+2.7%				1,904		2,319

				MYOJO FOODS		24.9		+1.6		+7.1%				23.2						明星食品 ミョウジョウ ショクヒン		330		+18		+5.8%				312		413

		Chilled and frozen foods				42.0		+1.0		+2.5%				41.0				低温事業 テイオン ジギョウ				558		+20		+3.7%				538		637

		Confectionery and beverages				32.1		-0.1		-0.3%				32.2				菓子・飲料事業 カシ インリョウ ジギョウ				452		+22		+5.1%				430		515

		Domestic others				3.1		+0.1		+1.9%				3.1				国内その他 コクナイ タ				40		+0		+0.0%				40		40

		Domestic total				247.6		+3.5		+1.4%				244.2				国内　計 コクナイ ケイ				3,335		111		+3.4%				3,224		3,924

		The Americas				46.0		+0.4		+0.9%				45.6				米州地域 ベイシュウ チイキ				654		+11		+1.7%				643		643

		China (incl. H.K.)				30.3		+1.2		+4.2%				29.1				中国地域 チュウゴク チイキ				417		+14		+3.5%				403		428

		Asia				7.6		+0.7		+10.0%				6.9				アジア地域 チイキ				114		+23		+25.3%				91		96

		EMEA				5.2		+1.1		+28.6%				4.0				ＥＭＥＡ地域 チイキ				78		+19		+32.2%				59		59

		Overseas total				89.1		+3.5		+4.1%				85.6				海外計 カイガイ ケイ				1,263		+67		+5.6%				1,196		1,226

		Consolidated revenue				336.8		+6.9		+2.1%				329.8				連結売上収益 レンケツ ウリアゲ シュウエキ				4,598		+178		+4.0%				4,420		5,150



																																（億円） オクエン

						2018年度 ネン ド								2017年度 ネン ド								2018年度 ネン ド								2017年度 ネン ド		2017年度 ネン ド

						予想 ヨソウ		前期比 ゼンキ ヒ						実績 ジッセキ								予想 ヨソウ		前期比 ゼンキ ヒ						実績 ジッセキ		実績 ジッセキ

						（ＩＦＲＳ）		（前期ＩＦＲＳとの比較） ゼンキ ヒカク						（ＩＦＲＳ）※1								（ＩＦＲＳ）		（前期ＩＦＲＳとの比較） ゼンキ ヒカク						（ＩＦＲＳ）※1		（日本基準） ニホン キジュン

		即席めん事業 ソクセキ ジギョウ				273		+15		+5.7%				258				即席めん事業 ソクセキ ジギョウ				274		+11		+4.4%				263		306

				日清食品 ニッシン ショクヒン		253		+14		+5.9%				239						日清食品 ニッシン ショクヒン		254		+11		+4.7%				243		285

				明星食品 ミョウジョウ ショクヒン		20		+1		+3.7%				19						明星食品 ミョウジョウ ショクヒン		20		+0		+0.5%				20		21

		低温事業 テイオン ジギョウ				22		+26		▲625.1%				△4				低温事業 テイオン ジギョウ				22		+27		▲531.4%				△5		21

		菓子・飲料事業 カシ インリョウ ジギョウ				26		+7		+34.2%				19				菓子・飲料事業 カシ インリョウ ジギョウ				27		+4		+18.2%				23		24

		国内その他 コクナイ タ				50		+35		+237.9%				15		　アセット/吉祥寺土地売買 キチジョウジ トチ バイバイ		国内その他 コクナイ タ				50		+38		+333.9%				12		11

		国内　計 コクナイ ケイ				371		83		+28.7%				288				国内　計 コクナイ ケイ				373		81		+27.8%				292		361

		米州地域 ベイシュウ チイキ				27		+3		+10.3%				24				米州地域 ベイシュウ チイキ				29		+4		+15.7%				25		19

		中国地域 チュウゴク チイキ				34		▲7		▲16.8%				41				中国地域 チュウゴク チイキ				34		▲3		▲7.9%				37		32

		アジア地域 チイキ				14		+18		▲452.3%				△4				アジア地域 チイキ				17		+24		▲342.9%				△7		△15

		ＥＭＥＡ地域 チイキ				11		+9		+581.7%				2				ＥＭＥＡ地域 チイキ				7		+7		ERROR:#DIV/0!				0		△5

		海外計 カイガイ ケイ				86		+23		+36.6%				63				海外計 カイガイ ケイ				87		+32		+57.5%				55		31

		退職給付会計の影響 タイショク キュウフ カイケイ エイキョウ																退職給付会計の影響 タイショク キュウフ カイケイ エイキョウ														7

		のれん償却 ショウキャク																のれん償却 ショウキャク														△17

		グループ間調整 カン チョウセイ				△52		▲5		+11.4%				△47				グループ間調整 カン チョウセイ				△52		▲5		+10.6%				△47		△47

		その他調整額 タ チョウセイ ガク				△45		▲91		▲198.4%				46		　ブラジルPPA		その他調整額 タ チョウセイ ガク				△43		▲83		▲208.5%				40		△4

		連結営業利益 レンケツ エイギョウ リエキ				360		10		+2.8%				350				連結営業利益 レンケツ エイギョウ リエキ				364		24		+7.2%				340		332

		（参考）調整後営業利益 サンコウ チョウセイゴ エイギョウ リエキ																（参考）調整後営業利益 サンコウ チョウセイゴ エイギョウ リエキ														325

				調整額・その他 チョウセイ ガク タ		△97		△96		10346%				△1





2018年度セグメント別売上実績 (セグメント組替)

		案１ アン																案１ アン

		売上収益 ウリアゲ シュウエキ																営業利益 エイギョウ リエキ

														（億円） オクエン																（億円） オクエン

						2018年度 ネン ド								2017年度 ネン ド								2018年度 ネン ド								2017年度 ネン ド

						予想 ヨソウ		前期比 ゼンキ ヒ						実績 ジッセキ								予想 ヨソウ		前期比 ゼンキ ヒ						実績 ジッセキ

						（ＩＦＲＳ）		（前期ＩＦＲＳとの比較） ゼンキ ヒカク						（ＩＦＲＳ）※1								（ＩＦＲＳ）		（前期ＩＦＲＳとの比較） ゼンキ ヒカク						（ＩＦＲＳ）※1

		即席めん事業 ソクセキ ジギョウ				2,285		+69		+3.1%				2,216				即席めん事業 ソクセキ ジギョウ				274		+11		+4.4%				263

				日清食品 ニッシン ショクヒン		1,955		+51		+2.7%				1,904						日清食品 ニッシン ショクヒン		254		+11		+4.7%				243

				明星食品 ミョウジョウ ショクヒン		330		+18		+5.8%				312						明星食品 ミョウジョウ ショクヒン		20		+0		+0.5%				20

		低温事業 テイオン ジギョウ				558		+20		+3.7%				538				低温事業 テイオン ジギョウ				22		+27		▲531.4%				△5

		菓子・飲料事業 カシ インリョウ ジギョウ				452		+22		+5.1%				430				菓子・飲料事業 カシ インリョウ ジギョウ				27		+4		+18.2%				23

		国内その他 コクナイ タ				40		+1		+2.6%				39				国内その他 コクナイ タ				12		▲22		▲64.7%				34

		国内　計 コクナイ ケイ				3,335		112		+2.1%				5,400				国内　計 コクナイ ケイ				597		54		+10.0%				543

		米州地域 ベイシュウ チイキ				654		+11		+1.7%				643				米州地域 ベイシュウ チイキ				29		+4		+15.7%				25

		中国地域 チュウゴク チイキ				417		+14		+3.5%				403				中国地域 チュウゴク チイキ				34		▲3		▲7.9%				37

		アジア地域 チイキ				114		+23		+25.3%				91				アジア地域 チイキ				17		+24		▲342.9%				△7

		ＥＭＥＡ地域 チイキ				78		+19		+32.2%				59				ＥＭＥＡ地域 チイキ				7		+7		-				0

		海外　計 カイガイ ケイ				1,263		67		+5.6%				1,196				海外計 カイガイ ケイ				87		+32		+57.5%				55

		連結売上収益 レンケツ ウリアゲ シュウエキ				4,598		179		+2.7%				6,596				調整額・その他 チョウセイ ガク タ				△9		▲2		-				△7

																		連結営業利益 レンケツ エイギョウ リエキ				675		84		+14.2%				591











































Sheet3

						2017年度 ネン ド		2016年度 ネン ド		変動金額 ヘンドウ キンガク

		営業利益 エイギョウ リエキ

		売上高変動 ウリアゲ ダカ ヘンドウ				ー		ー

		原価率変動 ゲンカ リツ ヘンドウ				ー		ー

		拡促費比率変動 カクソクヒ ヒリツ ヘンドウ				ー		ー

		物流費比率変動 ブツリュウ ヒ ヒリツ ヘンドウ				ー		ー

		減価償却費変動 ゲンカ ショウキャク ヒ ヘンドウ

		広告宣伝費変動 コウコク センデンヒ ヘンドウ

		一般管理費変動 イッパン カンリヒ ヘンドウ

		調整額 チョウセイ ガク

		営業利益 エイギョウ リエキ







4Revenue Contribution by Segment

Impact Major Factors

NISSIN
FOOD

PRODUCTS
+0.8

Cup-type (+1%): Revenue of “CUP NOODLE” remained at the same level as the previous 
year. Revenue was driven by “DONBEI” and “U.F.O.”
Bag-type (+5%): Revenue was driven by the “CHICKEN RAMEN”  brand, which marked its 
60th anniversary, and the “OWAN” series contributed to revenue.    
Others (+2%): Revenue of the rice category resulted in a two-digit increase. 

MYOJO 
FOODS +1.6

Cup-type (+8%): Revenue was driven by the strong performance of “YOMISE NO 
YAKISOBA.”
Bag-type (-1%): A decline in the revenue of “CHARUMERA” was covered by a rise in the 
revenue of “CHUKAZANMAI.” 

Chilled and
frozen foods +1.0

Chilled food (+2%): The revenue of consumer products was on a par with the year-ago 
level, but revenue increased thanks to higher sales through the subsidiaries. 
Frozen food (+3%): Although revenue declined at the subsidiaries, consumer products
maintained their strong performance, resulting in increased revenue.

Confectionery
and

beverages
-0.1

CISCO (-0%): Revenue increased in confectionery products but declined in cereal products, 
partly due to the impact of stagnant market conditions. However, revenue recovered in 
October and thereafter. 
YORK (-1%): “PILKUL” remained strong. The revenue of “TOKACHI NOMU YOGURT” 
declined due to the weak yogurt market, which caused price competition.
BonChi (+1%): Revenue increased slightly, partly due to demand for retreats as a result of 
the intense heat. 

Domestic others +0.1

The
Americas +0.4

*FX impact (-3.6) --- Mainly affected by the weaker Brazilian real. 
U.S. (+2%): The number of units sold decreased slightly, and price revisions in July 
achieved moderate penetration.
Mexico (+23%): Revenue increased significantly thanks to the larger number of units sold 
and the impact of price revisions.
Brazil (+15%): Revenue increased significantly in both bag-type noodles and “CUP 
NOODLES.”  Price revisions in April and November also contributed to higher revenue.

China
(incl. H.K.) +1.2

*FX impact (-0.2)
H.K. (+3%): Sales of high-grade noodles such as “Demae Iccho Premium,” “Ippudo”, “CUP 
NOODLES BIG.” and others contributed.
Mainland China (+6%): Revenue increased thanks to steady sales of “CUP NOODLES,”
“Raoh” and “Ippudo.”

Asia +0.7
*FX impact (-0.2) in descending order of revenue
India: Revenue increased. Thailand: Revenue increased. Singapore: Revenue 
decreased. Indonesia: Revenue decreased. Vietnam: Revenue increased.

EMEA +1.1

*FX impact (-0.0)
Europe: Revenue increased due to the strong performance of “Soba,” “Demae Iccho” and 
OEM shipments to Premier Foods.
Turkey: Revenue increased. 

Total +6.9 *FX impact (-4.0)

329.8

336.8

+0.8

+1.6

+1.0

+0.1

+0.4

+1.2

+0.7

+1.1

-0.1

FY2018 3Q
Revenue

NISSIN FOOD
PRODUCTS

MYOJO
FOODS

Chilled and
frozen foods

Confectionery
and beverages

Domestic
others

The Americas

China
(incl. H.K.)

Asia

EMEA

FY2019 3Q
Revenue

(bil. Yen)

Positive Negative
* Figures for year-on-year changes in sales of NISSIN FOOD PRODUCTS and MYOJO FOODS, which are indicated in the parentheses of each, are year-on-year 

changes in shipment value by manufacturer in each category, and they are not year-on-year changes in revenue based on IFRS. 
* Comments and YoY change figures in Major Factors in the Americas, China, Asia and EMEA segments are based on revenue on a local currency basis. 



Operating Profit Results by Segment 5

(bil. Yen)

FY2019 FY2018

9 Months Results YoY Change YoY Change(%) 9 Months Results

Instant Noodles 23.9 -0.5 -1.9% 24.3

NISSIN FOOD PRODUCTS 21.8 -0.8 -3.6% 22.6

MYOJO FOODS 2.1 +0.4 +19.8% 1.8

Chilled and frozen foods 1.7 -0.1 -3.2% 1.7

Confectionery and beverages 2.1 +0.1 +2.8% 2.0

Domestic others 6.4 +5.2 +436.2% 1.2

Domestic total 34.1 +4.8 +16.2% 29.3

The Americas (0.1) -2.5 - 2.3

China (incl. H.K.) 2.4 -0.3 -12.4% 2.7

Asia 1.9 +1.3 +222.6% 0.6

EMEA 0.7 +0.6 +461.1% 0.1

Overseas total 4.9 -0.9 -16.0% 5.8

Other reconciliations (0.2) -4.6 - 4.3

Group expenses (3.9) -0.4 - (3.5)

Consolidated operating profit 34.8 -1.2 -3.3% 35.9

* The results in China (including H.K.) are based on the consolidation policy of NISSIN FOODS HOLDINGS. Disclosure may differ from that of  NISSIN FOODS CO.,LTD. (located in H.K.). 


2018年度計画サマリー

												（単位：億円） タンイ オクエン

				2018年度 ネン ド								2017年度 ネン ド

				第1四半期 ダイ シハンキ		前期比 ゼンキ ヒ						第1四半期 ダイ シハンキ

		売上収益（旧/売上高） ウリアゲ シュウエキ キュウ ウリアゲ ダカ		4,550		+140		+3.2%				4,410

		営業利益 エイギョウ リエキ		360		+10		+2.8%				350

		親会社の所有者に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウキ ジュンリエキ		260		▲30		▲10.5%				290



		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		7.9%		▲0.0pt						7.9%

		親会社の所有者に帰属する
当期純利益率 リツ		5.7%		▲0.9pt						6.6%







2018年度セグメント別売上実績

						2017年度 ネン ド								2017年度 ネン ド								2017年度 ネン ド								2017年度 ネン ド		2016年度 ネン ド

						実績 ジッセキ		計画比 ケイカク ヒ						計画 ケイカク								実績 ジッセキ		計画比 ケイカク ヒ						計画 ケイカク		実績 ジッセキ

				国内　計 コクナイ ケイ		1,234		+34		+2.8%				1,200						国内　計 コクナイ ケイ		1,234		+34		+2.8%				1,200		1,300

				海外　計 カイガイ ケイ		123		+23		+23.0%				100						海外　計 カイガイ ケイ		123		+23		+23.0%				100		100

				連結売上高 レンケツ ウリアゲ ダカ		1,357		+57		+4.4%				1,300						連結売上高 レンケツ ウリアゲ ダカ		1,357		+57		+4.4%				1,300		1,400



														（単位：億円） タンイ オクエン																		（億円） オクエン

						2018年度 ネン ド								2017年度 ネン ド								2018年度 ネン ド								2017年度 ネン ド		2017年度 ネン ド

						第1四半期 ダイ シハンキ		前期差異 ゼンキ サイ		前期比 ゼンキヒ				第1四半期 ダイ シハンキ								予想 ヨソウ		前期比 ゼンキ ヒ						実績 ジッセキ		実績 ジッセキ

		即席めん事業 ソクセキ ジギョウ				2,275		+53		+2.4%				2,222				即席めん事業 ソクセキ ジギョウ				2,285		+69		+3.1%				2,216		2,732

				日清食品 ニッシン ショクヒン		1,950		+40		+2.1%				1,910						日清食品 ニッシン ショクヒン		1,955		+51		+2.7%				1,904		2,319

				明星食品 ミョウジョウ ショクヒン		325		+13		+4.3%				312						明星食品 ミョウジョウ ショクヒン		330		+18		+5.8%				312		413

		低温事業 テイオン ジギョウ				555		+12		+2.2%				543				低温事業 テイオン ジギョウ				558		+20		+3.7%				538		637

		菓子・飲料事業 カシ インリョウ ジギョウ				440		+14		+3.3%				426				菓子・飲料事業 カシ インリョウ ジギョウ				452		+22		+5.1%				430		515

		国内その他 コクナイ タ				40		▲1		▲2.5%				41				国内その他 コクナイ タ				40		+0		+0.0%				40		40

		国内　計 コクナイ ケイ				3,310		78		+2.4%				3,232				国内　計 コクナイ ケイ				3,335		111		+3.4%				3,224		3,924

		米州地域 ベイシュウ チイキ				650		+25		+3.9%				625				米州地域 ベイシュウ チイキ				654		+11		+1.7%				643		643

		中国地域 チュウゴク チイキ				420		+19		+4.7%				401				中国地域 チュウゴク チイキ				417		+14		+3.5%				403		428

		アジア地域 チイキ				100		+8		+8.4%				92				アジア地域 チイキ				114		+23		+25.3%				91		96

		ＥＭＥＡ地域 チイキ				70		+11		+18.6%				59				ＥＭＥＡ地域 チイキ				78		+19		+32.2%				59		59

		海外計 カイガイ ケイ				1,240		+62		+5.3%				1,178				海外計 カイガイ ケイ				1,263		+67		+5.6%				1,196		1,226

		連結売上収益 レンケツ ウリアゲ シュウエキ				4,550		+140		+3.2%				4,410				連結売上収益 レンケツ ウリアゲ シュウエキ				4,598		+178		+4.0%				4,420		5,150



														(bil. Yen)																		（億円） オクエン

						FY2019								FY2018								2018年度 ネン ド								2017年度 ネン ド		2017年度 ネン ド

						9 Months Results		YoY Change		YoY Change(%)				9 Months Results								予想 ヨソウ		前期比 ゼンキ ヒ						実績 ジッセキ		実績 ジッセキ

		Instant Noodles				23.9		-0.5		-1.9%				24.3				即席めん事業 ソクセキ ジギョウ				274		+11		+4.4%				263		306

				NISSIN FOOD PRODUCTS		21.8		-0.8		-3.6%				22.6						日清食品 ニッシン ショクヒン		254		+11		+4.7%				243		285

				MYOJO FOODS		2.1		+0.4		+19.8%				1.8						明星食品 ミョウジョウ ショクヒン		20		+0		+0.5%				20		21

		Chilled and frozen foods				1.7		-0.1		-3.2%				1.7				低温事業 テイオン ジギョウ				22		+27		▲531.4%				△5		21

		Confectionery and beverages				2.1		+0.1		+2.8%				2.0				菓子・飲料事業 カシ インリョウ ジギョウ				27		+4		+18.2%				23		24

		Domestic others				6.4		+5.2		+436.2%				1.2		　アセット/吉祥寺土地売買 キチジョウジ トチ バイバイ		国内その他 コクナイ タ				50		+38		+333.9%				12		11

		Domestic total				34.1		+4.8		+16.2%				29.3				国内　計 コクナイ ケイ				373		81		+27.8%				292		361

		The Americas				(0.1)		-2.5		-				2.3				米州地域 ベイシュウ チイキ				29		+4		+15.7%				25		19

		China (incl. H.K.)				2.4		-0.3		-12.4%				2.7				中国地域 チュウゴク チイキ				34		▲3		▲7.9%				37		32

		Asia				1.9		+1.3		+222.6%				0.6				アジア地域 チイキ				17		+24		▲342.9%				△7		△15

		EMEA				0.7		+0.6		+461.1%				0.1				ＥＭＥＡ地域 チイキ				7		+7		ERROR:#DIV/0!				0		△5

		Overseas total				4.9		-0.9		-16.0%				5.8				海外計 カイガイ ケイ				87		+32		+57.5%				55		31

		Other reconciliations				(0.2)		-4.6		-				4.3				グループ間調整 カン チョウセイ				△52		▲5		+10.6%				△47		△47

		Group expenses				(3.9)		-0.4		-				(3.5)

		Consolidated operating profit				34.8		-1.2		-3.3%				35.9				連結営業利益 レンケツ エイギョウ リエキ				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				調整額・その他 チョウセイ ガク タ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!





2018年度セグメント別売上実績 (セグメント組替)

		案１ アン																案１ アン

		売上収益 ウリアゲ シュウエキ																営業利益 エイギョウ リエキ

														（億円） オクエン																（億円） オクエン

						2018年度 ネン ド								2017年度 ネン ド								2018年度 ネン ド								2017年度 ネン ド

						予想 ヨソウ		前期比 ゼンキ ヒ						実績 ジッセキ								予想 ヨソウ		前期比 ゼンキ ヒ						実績 ジッセキ

						（ＩＦＲＳ）		（前期ＩＦＲＳとの比較） ゼンキ ヒカク						（ＩＦＲＳ）※1								（ＩＦＲＳ）		（前期ＩＦＲＳとの比較） ゼンキ ヒカク						（ＩＦＲＳ）※1

		即席めん事業 ソクセキ ジギョウ				2,285		+69		+3.1%				2,216				即席めん事業 ソクセキ ジギョウ				274		+11		+4.4%				263

				日清食品 ニッシン ショクヒン		1,955		+51		+2.7%				1,904						日清食品 ニッシン ショクヒン		254		+11		+4.7%				243

				明星食品 ミョウジョウ ショクヒン		330		+18		+5.8%				312						明星食品 ミョウジョウ ショクヒン		20		+0		+0.5%				20

		低温事業 テイオン ジギョウ				558		+20		+3.7%				538				低温事業 テイオン ジギョウ				22		+27		▲531.4%				△5

		菓子・飲料事業 カシ インリョウ ジギョウ				452		+22		+5.1%				430				菓子・飲料事業 カシ インリョウ ジギョウ				27		+4		+18.2%				23

		国内その他 コクナイ タ				40		+1		+2.6%				39				国内その他 コクナイ タ				12		▲22		▲64.7%				34

		国内　計 コクナイ ケイ				3,335		112		+2.1%				5,400				国内　計 コクナイ ケイ				597		54		+10.0%				543

		米州地域 ベイシュウ チイキ				654		+11		+1.7%				643				米州地域 ベイシュウ チイキ				29		+4		+15.7%				25

		中国地域 チュウゴク チイキ				417		+14		+3.5%				403				中国地域 チュウゴク チイキ				34		▲3		▲7.9%				37

		アジア地域 チイキ				114		+23		+25.3%				91				アジア地域 チイキ				17		+24		▲342.9%				△7

		ＥＭＥＡ地域 チイキ				78		+19		+32.2%				59				ＥＭＥＡ地域 チイキ				7		+7		-				0

		海外　計 カイガイ ケイ				1,263		67		+5.6%				1,196				海外計 カイガイ ケイ				87		+32		+57.5%				55

		連結売上収益 レンケツ ウリアゲ シュウエキ				4,598		179		+2.7%				6,596				調整額・その他 チョウセイ ガク タ				△9		▲2		-				△7

																		連結営業利益 レンケツ エイギョウ リエキ				675		84		+14.2%				591











































Sheet3

						2017年度 ネン ド		2016年度 ネン ド		変動金額 ヘンドウ キンガク

		営業利益 エイギョウ リエキ

		売上高変動 ウリアゲ ダカ ヘンドウ				ー		ー

		原価率変動 ゲンカ リツ ヘンドウ				ー		ー

		拡促費比率変動 カクソクヒ ヒリツ ヘンドウ				ー		ー

		物流費比率変動 ブツリュウ ヒ ヒリツ ヘンドウ				ー		ー

		減価償却費変動 ゲンカ ショウキャク ヒ ヘンドウ

		広告宣伝費変動 コウコク センデンヒ ヘンドウ

		一般管理費変動 イッパン カンリヒ ヘンドウ

		調整額 チョウセイ ガク

		営業利益 エイギョウ リエキ







6Operating Profit Contribution by Segment
Impact Major Factor

NISSIN
FOOD

PRODUCTS
-0.8

+: Higher saels, reduction in general administrative expenses and advertising expenses.
-： Increase in operating expenses, raw materials costs, distribution expenses (storage fees, 

disaster impact), increase in expenses for the Kansai Plant (expenses for the start-up 
and depreciation).

MYOJO 
FOODS +0.4

Operating profit increased, despite rises in raw material costs and distribution expenses,
which were covered by the higher revenue and using sales expenses efficiently. 

Chilled and
frozen foods -0.1

Chilled food: Operating profit increased, offsetting rises in raw material costs and 
distribution expenses by higher profit through the subsidiaries. 
Frozen food: Operating profit decreased due to a rise in raw material costs and an increase 
in the expenses of the subsidiaries. 

Confectionery
and

Beverages
+0.1

CISCO: Operating profit increased due to increases in the sales of chocolate flakes, corn 
flakes and sable.
YORK: Despite a decrease in revenue, a cost structural reform also contributed to a slight 
increase in operating profit.
BonChi: Operating profit decreased due to a rise in the depreciation of the new plant. Gain
(loss) on investments accounted for using the equity method: Operating profit 
increased.   

Domestic others +5.2 Gain on sales of real estate (+5.2)

The
Americas -2.5

*FX impact (-0.3) --- Mainly affected by the weaker Brazilian real. 
U.S.: Operating profit declined due to rises in CoGM, operating expenses and distribution 
expenses.
Mexico: Operating profit increased, despite the higher raw material costs, which were 
covered t by the increased number of units sold and the impact of price revisions.
Brazil: Operating profit decreased, partly due to a backlash to the receipt of the fire 
insurance in the last fiscal year, the high prices of raw materials and the increased 
distribution expenses, etc. 

China
(incl. H.K.) -0.3

*FX impact (-0.0)
H.K.: Operating profit increased, partly due to a backlash to recording listing expenses in the 
last fiscal year.
Mainland China: Operating profit decreased due to a backlash to posting gain on sales of 
property in the last fiscal year, and an increase in personnel expenses. 

Asia +1.3

*FX impact (+0.1) --- in descending order of profit (excluding equity method companies)
Thailand: Operating profit increased. Singapore: Operating profit increased. Vietnam:
Operating loss decreased. Indonesia: Operating loss decreased. India: Operating loss 
decreased. Gain (loss) on investments accounted for using the equity method:
Operating profit increased. 

EMEA +0.6

*FX impact (-0.0)
Europe: Surplus was posted due to a rise in operating profit thanks to higher revenue. 
Turkey: A reaction to loss on sales of property (+0.5) recorded in 3Q of the last fiscal year. 
Gain (loss) on investments accounted for using the equity method: Operating profit 
declined. 

Reconciliations -5.0 Other reconciliations (-4.6), Group expenses (-0.4)

Total -1.2 *FX impact (-0.2)

35.9

13.4

34.8

+0.4

+0.1

+5.2

+1.3

+0.6

-0.8

-0.1

-2.5

-0.3

-4.6

-0.4

FY2018 3Q
Operating profit

NISSIN FOOD
PRODUCTS

MYOJO FOODS

Chilled and frozen foods

Confectionery and
beverages

Domestic others

The Americas

China (incl. H.K.)

Asia

EMEA

Other reconciliations

Group expenses

FY2019 3Q
Operating profit

(bil. Yen)

Positive Negative

* Comments and YoY change figures in Major Factors in the Americas, China, Asia and EMEA segments are based on local currency.



Major Factors for Difference in Operating Profit (Impact of Non-Recurring Income and Losses)
7

FY2019 FY2018

9 Months Results 9 Months Results

NISSIN FOOD
PRODUCTS 21.8 22.6 -0.8 -0.1

MYOJO FOODS 2.1 1.8 +0.4 +0.2
Chilled and frozen
foods 1.7 1.7 -0.1 +0.1
Confectionery and
beverages 2.1 2.0 +0.1 +0.0

Domestic others 6.4 1.2 +5.2 +5.3  (FY2019) Gain on sales of real estate +5.2 etc.

Domestic total 34.1 29.3 +4.8 +5.5

The Americas (0.1) 2.3 -2.5 -0.5  (FY2018) Receipt of fire insurance +0.4 etc.

China (incl. H.K.) 2.4 2.7 -0.3 -0.5  (FY2018) Gain on sales of property +0.7 etc.

Asia 1.9 0.6 +1.3 +0.4  (FY2019) Gain on sales of property +0.3 etc.

EMEA 0.7 0.1 +0.6 +0.4  (FY2018) Loss on sales of property -0.5 etc.

Overseas total 4.9 5.8 -0.9 -0.2

Other reconciliations (0.2) 4.3 -4.6 -4.5  (FY2018)Gain on change in equity +4.4 etc.

Group expenses (3.9) (3.5) -0.4 +0.0
Consolidated
operating profit 34.8 35.9 -1.2 +0.8

Main items of non-recurring
income and losses

Difference in
operating profit

Difference in non-
recurring income

and losses

(bil. Yen)


2018年度計画サマリー

												（単位：億円） タンイ オクエン

				2018年度 ネン ド								2017年度 ネン ド

				第1四半期 ダイ シハンキ		前期比 ゼンキ ヒ						第1四半期 ダイ シハンキ

		売上収益（旧/売上高） ウリアゲ シュウエキ キュウ ウリアゲ ダカ		4,550		+140		+3.2%				4,410

		営業利益 エイギョウ リエキ		360		+10		+2.8%				350

		親会社の所有者に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウキ ジュンリエキ		260		▲30		▲10.5%				290



		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		7.9%		▲0.0pt						7.9%

		親会社の所有者に帰属する
当期純利益率 リツ		5.7%		▲0.9pt						6.6%







2018年度セグメント別売上実績

						2017年度 ネン ド								2017年度 ネン ド								2017年度 ネン ド								2017年度 ネン ド		2016年度 ネン ド

						実績 ジッセキ		計画比 ケイカク ヒ						計画 ケイカク								実績 ジッセキ		計画比 ケイカク ヒ						計画 ケイカク		実績 ジッセキ

				国内　計 コクナイ ケイ		1,234		+34		+2.8%				1,200						国内　計 コクナイ ケイ		1,234		+34		+2.8%				1,200		1,300

				海外　計 カイガイ ケイ		123		+23		+23.0%				100						海外　計 カイガイ ケイ		123		+23		+23.0%				100		100

				連結売上高 レンケツ ウリアゲ ダカ		1,357		+57		+4.4%				1,300						連結売上高 レンケツ ウリアゲ ダカ		1,357		+57		+4.4%				1,300		1,400



														（単位：億円） タンイ オクエン																		（億円） オクエン

						2018年度 ネン ド								2017年度 ネン ド								2018年度 ネン ド								2017年度 ネン ド		2017年度 ネン ド

						第1四半期 ダイ シハンキ		前期差異 ゼンキ サイ		前期比 ゼンキヒ				第1四半期 ダイ シハンキ								予想 ヨソウ		前期比 ゼンキ ヒ						実績 ジッセキ		実績 ジッセキ

		即席めん事業 ソクセキ ジギョウ				2,275		+53		+2.4%				2,222				即席めん事業 ソクセキ ジギョウ				2,285		+69		+3.1%				2,216		2,732

				日清食品 ニッシン ショクヒン		1,950		+40		+2.1%				1,910						日清食品 ニッシン ショクヒン		1,955		+51		+2.7%				1,904		2,319

				明星食品 ミョウジョウ ショクヒン		325		+13		+4.3%				312						明星食品 ミョウジョウ ショクヒン		330		+18		+5.8%				312		413

		低温事業 テイオン ジギョウ				555		+12		+2.2%				543				低温事業 テイオン ジギョウ				558		+20		+3.7%				538		637

		菓子・飲料事業 カシ インリョウ ジギョウ				440		+14		+3.3%				426				菓子・飲料事業 カシ インリョウ ジギョウ				452		+22		+5.1%				430		515

		国内その他 コクナイ タ				40		▲1		▲2.5%				41				国内その他 コクナイ タ				40		+0		+0.0%				40		40

		国内　計 コクナイ ケイ				3,310		78		+2.4%				3,232				国内　計 コクナイ ケイ				3,335		111		+3.4%				3,224		3,924

		米州地域 ベイシュウ チイキ				650		+25		+3.9%				625				米州地域 ベイシュウ チイキ				654		+11		+1.7%				643		643

		中国地域 チュウゴク チイキ				420		+19		+4.7%				401				中国地域 チュウゴク チイキ				417		+14		+3.5%				403		428

		アジア地域 チイキ				100		+8		+8.4%				92				アジア地域 チイキ				114		+23		+25.3%				91		96

		ＥＭＥＡ地域 チイキ				70		+11		+18.6%				59				ＥＭＥＡ地域 チイキ				78		+19		+32.2%				59		59

		海外計 カイガイ ケイ				1,240		+62		+5.3%				1,178				海外計 カイガイ ケイ				1,263		+67		+5.6%				1,196		1,226

		連結売上収益 レンケツ ウリアゲ シュウエキ				4,550		+140		+3.2%				4,410				連結売上収益 レンケツ ウリアゲ シュウエキ				4,598		+178		+4.0%				4,420		5,150



														（単位：億円） タンイ オクエン																		（億円） オクエン

						2018年度 ネン ド								2017年度 ネン ド								2018年度 ネン ド								2017年度 ネン ド		2017年度 ネン ド

						第1四半期 ダイ シハンキ		前期差異 ゼンキ サイ		前期比 ゼンキヒ				第1四半期 ダイ シハンキ								予想 ヨソウ		前期比 ゼンキ ヒ						実績 ジッセキ		実績 ジッセキ

		即席めん事業 ソクセキ ジギョウ				66		+4		+5.9%				63				即席めん事業 ソクセキ ジギョウ				274		+11		+4.4%				263		306

				日清食品 ニッシン ショクヒン		59		+2		+4.3%				56						日清食品 ニッシン ショクヒン		254		+11		+4.7%				243		285

				明星食品 ミョウジョウ ショクヒン		8		+1		+19.9%				6						明星食品 ミョウジョウ ショクヒン		20		+0		+0.5%				20		21

		低温事業 テイオン ジギョウ				7		+0		+4.1%				6				低温事業 テイオン ジギョウ				22		+27		▲531.4%				△5		21

		菓子・飲料事業 カシ インリョウ ジギョウ				8		▲0		▲1.4%				8				菓子・飲料事業 カシ インリョウ ジギョウ				27		+4		+18.2%				23		24

		国内その他 コクナイ タ				55		+53		+3170.4%				2		　アセット/吉祥寺土地売買 キチジョウジ トチ バイバイ		国内その他 コクナイ タ				50		+38		+333.9%				12		11

		国内　計 コクナイ ケイ				135		57		+72.7%				78				国内　計 コクナイ ケイ				373		81		+27.8%				292		361

		米州地域 ベイシュウ チイキ				△3		▲14		▲129.0%				11				米州地域 ベイシュウ チイキ				29		+4		+15.7%				25		19

		中国地域 チュウゴク チイキ				4		▲2		▲37.6%				7				中国地域 チュウゴク チイキ				34		▲3		▲7.9%				37		32

		アジア地域 チイキ				5		+2		+73.4%				3				アジア地域 チイキ				17		+24		▲342.9%				△7		△15

		ＥＭＥＡ地域 チイキ				1		▲1		▲46.3%				3				ＥＭＥＡ地域 チイキ				7		+7		ERROR:#DIV/0!				0		△5

		海外計 カイガイ ケイ				7		▲16		▲68.3%				23				海外計 カイガイ ケイ				87		+32		+57.5%				55		31

		グループ間調整 カン チョウセイ				△13		▲1		+12.0%				△12				グループ間調整 カン チョウセイ				△52		▲5		+10.6%				△47		△47

		その他調整額 タ チョウセイ ガク				△1		▲0		+30.2%				△1		　ブラジルPPA		その他調整額 タ チョウセイ ガク				△43		▲83		▲208.5%				40		△4

		連結営業利益 レンケツ エイギョウ リエキ				128		40		+44.9%				89				連結営業利益 レンケツ エイギョウ リエキ				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				調整額・その他 チョウセイ ガク タ		△14		△2		13%				△13





2018年度セグメント別売上実績 (セグメント組替)

		案１ アン																案１ アン

		売上収益 ウリアゲ シュウエキ																営業利益 エイギョウ リエキ

														（億円） オクエン																（億円） オクエン

						2018年度 ネン ド								2017年度 ネン ド								2018年度 ネン ド								2017年度 ネン ド

						予想 ヨソウ		前期比 ゼンキ ヒ						実績 ジッセキ								予想 ヨソウ		前期比 ゼンキ ヒ						実績 ジッセキ

						（ＩＦＲＳ）		（前期ＩＦＲＳとの比較） ゼンキ ヒカク						（ＩＦＲＳ）※1								（ＩＦＲＳ）		（前期ＩＦＲＳとの比較） ゼンキ ヒカク						（ＩＦＲＳ）※1

		即席めん事業 ソクセキ ジギョウ				2,285		+69		+3.1%				2,216				即席めん事業 ソクセキ ジギョウ				274		+11		+4.4%				263

				日清食品 ニッシン ショクヒン		1,955		+51		+2.7%				1,904						日清食品 ニッシン ショクヒン		254		+11		+4.7%				243

				明星食品 ミョウジョウ ショクヒン		330		+18		+5.8%				312						明星食品 ミョウジョウ ショクヒン		20		+0		+0.5%				20

		低温事業 テイオン ジギョウ				558		+20		+3.7%				538				低温事業 テイオン ジギョウ				22		+27		▲531.4%				△5

		菓子・飲料事業 カシ インリョウ ジギョウ				452		+22		+5.1%				430				菓子・飲料事業 カシ インリョウ ジギョウ				27		+4		+18.2%				23

		国内その他 コクナイ タ				40		+1		+2.6%				39				国内その他 コクナイ タ				12		▲22		▲64.7%				34

		国内　計 コクナイ ケイ				3,335		112		+2.1%				5,400				国内　計 コクナイ ケイ				597		54		+10.0%				543

		米州地域 ベイシュウ チイキ				654		+11		+1.7%				643				米州地域 ベイシュウ チイキ				29		+4		+15.7%				25

		中国地域 チュウゴク チイキ				417		+14		+3.5%				403				中国地域 チュウゴク チイキ				34		▲3		▲7.9%				37

		アジア地域 チイキ				114		+23		+25.3%				91				アジア地域 チイキ				17		+24		▲342.9%				△7

		ＥＭＥＡ地域 チイキ				78		+19		+32.2%				59				ＥＭＥＡ地域 チイキ				7		+7		-				0

		海外　計 カイガイ ケイ				1,263		67		+5.6%				1,196				海外計 カイガイ ケイ				87		+32		+57.5%				55

		連結売上収益 レンケツ ウリアゲ シュウエキ				4,598		179		+2.7%				6,596				調整額・その他 チョウセイ ガク タ				△9		▲2		-				△7

																		連結営業利益 レンケツ エイギョウ リエキ				675		84		+14.2%				591











































Sheet3

						2017年度 ネン ド		2016年度 ネン ド		変動金額 ヘンドウ キンガク

		営業利益 エイギョウ リエキ

		売上高変動 ウリアゲ ダカ ヘンドウ				ー		ー

		原価率変動 ゲンカ リツ ヘンドウ				ー		ー

		拡促費比率変動 カクソクヒ ヒリツ ヘンドウ				ー		ー

		物流費比率変動 ブツリュウ ヒ ヒリツ ヘンドウ				ー		ー

		減価償却費変動 ゲンカ ショウキャク ヒ ヘンドウ

		広告宣伝費変動 コウコク センデンヒ ヘンドウ

		一般管理費変動 イッパン カンリヒ ヘンドウ

		調整額 チョウセイ ガク

		営業利益 エイギョウ リエキ





Sheet2



				FY2019		FY2018		Difference in operating profit		Difference in non-recurring income and losses		Main items of non-recurring 
income and losses

				9 Months Results		9 Months Results

		NISSIN FOOD PRODUCTS		21.8		22.6		-0.8		-0.1

		MYOJO FOODS		2.1		1.8		+0.4		+0.2

		Chilled and frozen foods		1.7		1.7		-0.1		+0.1

		Confectionery and beverages		2.1		2.0		+0.1		+0.0

		Domestic others		6.4		1.2		+5.2		+5.3		 (FY2019) Gain on sales of real estate +5.2 etc.

		Domestic total		34.1		29.3		+4.8		+5.5

		The Americas		(0.1)		2.3		-2.5		-0.5		 (FY2018) Receipt of fire insurance +0.4 etc.

		China (incl. H.K.)		2.4		2.7		-0.3		-0.5		 (FY2018) Gain on sales of property +0.7 etc.

		Asia		1.9		0.6		+1.3		+0.4		 (FY2019) Gain on sales of property +0.3 etc.

		EMEA		0.7		0.1		+0.6		+0.4		 (FY2018) Loss on sales of property -0.5 etc.

		Overseas total		4.9		5.8		-0.9		-0.2

		Other reconciliations		(0.2)		4.3		-4.6		-4.5		 (FY2018)Gain on change in equity +4.4 etc.

		Group expenses		(3.9)		(3.5)		-0.4		+0.0

		Consolidated operating profit		34.8		35.9		-1.2		+0.8
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-1.0 +0.0 +1.0 +2.0

 CoGS ratio
+ Impacts of change in the breakdown of products by category, etc.
- Increased raw material costs（1.2）, impacts of the business portfolio, etc.

 Distribution cost ratio
- Impacts of increased inventories due to production transfer, a rise in  

distribution unit prices, etc.
 Depreciation and amortization

- Impacts of a rise in depreciation of the Kansai Plant and other capital
investments, etc.

 Advertising expenses
+ Mainly the impact of the difference in the time of advertising, etc.

 General and administrative expenses
+ Decrease in administrative expenses at the Group, etc.

 Other income and losses
+ Posting of gain on sales of real estate in the current fiscal year (+5.2), etc.

Decrease factors Increase factors

(Effect of deducting selling expense:
Domestic : -0.8 bil. yen,
Overseas: +0.2 bil. yen.)
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47

+4.8

-1.2

(bil. Yen)
YoY change

Domestic

Overseas

Increase/decrease of m
arginal profit

Increase/decrease of fixed expenses
O

thers

(Domestic)

(Overseas)

(Domestic)

(Overseas)

(Domestic)

(Overseas)

(Domestic)

(Overseas)

(Domestic)

(Overseas)

(Domestic)

(Overseas)

(Domestic)

(Overseas)

(Domestic)

(Overseas)

(Domestic)

(Overseas)

A: Revenue

B: CoGS ratio

C: Distribution cost ratio

D: Depreciation and 
amortization

E: Advertising expenses

F: General and 
administrative expenses

G: Gain(loss) on investments 
accounted for using the 
equity method

H: Other income and losses

Increase/decrease 
in operating profit

* The analysis of marginal profit is based on the amount obtained by adding selling expenses to revenue. 
[Method of calculating increase/decrease factors] (1) Marginal profit (A, B, C) = (Revenue in the current fiscal year x Ratio of revenue in the previous fiscal year) –
Expenses in the current fiscal year. (2) Fixed costs (D, E, F) = Expenses in the previous fiscal year – Expenses in the current fiscal year 
(3) Others (G,H) = Results in the previous fiscal year – Results in the current fiscal year

+5.5

 CoGS ratio
- Increase in expenses mainly in the Americas, etc.

 Distribution cost ratio
- Mainly impacts of increased distribution expenses in the Americas, etc.

 Depreciation and amortization
- Increased depreciation in each segment, etc.

 Advertising expenses
+ Decreased expenses in Asia, etc.

 General and administrative expenses
- Increased expenses mainly in China, etc.

 Other income and losses
+ Gain on sales of property in the current fiscal year (0.3), backlash to 

expenses associated with the listing on the H.K. Stock Exchange in the 
last fiscal year, etc.

- Backlash to the receipt of the fire insurance in the last fiscal year (0.4), 
Backlash to posting gain on sales of property in the last fiscal year (0.7), 
etc.

+5.0

～～

* The chart above omits the impact of -5.0 billion yen from “Reconciliations” (Gain on change in equity 
4.4 billion yen was posted in the last fiscal year)
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Decrease factors Increase factors

FY2019 Nine Months Analysis of Operating Profit： Consolidated (Overall Group)

-1.2

+0.8

+0.2

+0.2

+0.6

-1.4

-1.5

-2.1

+1.9

-3.0 -2.0 -1.0 +0.0 +1.0 +2.0 +3.0

(Effect of deducting selling expense:
-0.4 bil. yen)

10

YoY change (bil. Yen)

Increase/decrease of 
m

arginal profit
Increase/decrease of 

fixed expenses
O

thers

A: Revenue

Increase/decrease in 
operating profit

B: CoGS ratio

C: Distribution cost ratio

D: Depreciation and amortization

E: Advertising expenses

F: General and administrative 
expenses

G: Gain(loss) on investments accounted 
for using the equity method

H: Other income and losses

* The analysis of marginal profit is based on the amount obtained by adding selling expenses to revenue. 
[Method of calculating increase/decrease factors] (1) Marginal profit ( A, B, C) = (Revenue in the current fiscal year x Ratio of revenue in the previous fiscal year) –
Expenses in the current fiscal year. (2) Fixed costs (D, E, F) = Expenses in the previous fiscal year – Expenses in the current fiscal year 
(3) Others (G,H) = Results in the previous fiscal year – Results in the current fiscal year

+ Gain on sales of property in the current fiscal 
year (Domestic 5.2, Overseas 0.3), etc.

- Gain on change in equity in the last fiscal 
year 4.4, gain on sales of property (Overseas 
0.7), listing expenses, etc.



Information in this material is not intended to solicit sales or purchase of NISSIN FOODS HOLDINGS 
stock shares. The comments and estimates in this document are based on the company’s judgment at 
the time of publication and their accuracy is not guaranteed. They are subject to change without 
notice in the future. The company and its officers and representatives hold no responsibility for any 
damage or inconvenience that may be caused by any part of this material. 

 This presentation material is available in the Presentation Material section of our IR website in PDF 
format.  URL: https://www.nissin.com/en_jp/ir/library/materials/

 The amounts in this material are rounded to the nearest 100 million yen; totals may not agree with 
the sums of their components.

 FY2019 in domestic companies means the fiscal year from Apr. 1, 2018 to Mar. 31, 2019.

 FY2019 in overseas companies generally means the fiscal year from Apr. 1, 2018 to Mar. 31, 2019.

 The same ±notation as used in the Summary of Consolidated Financial Statements has been 
applied to percentage change in revenue and profit.

 The average foreign exchange rates for the period have been applied to translating revenues and 
expenses at associates overseas.

 The results in China (including H.K.) are based on the consolidation policy of NISSIN FOODS 
HOLDINGS. Disclosure may differ from that of  NISSIN FOODS CO.,LTD. (located in H.K.).  The 
business plan for the China segment specifies targets set solely by NISSIN FOODS HOLDINGS.

NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.
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