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１．会社概要



【商 号】 日清食品ホールディングス株式会社

(NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.)

【設 立】 1948年(昭和23年)9月4日

【資本金】 251億2,200万円

【代表者】 代表取締役社長・ＣＥＯ 安藤 宏基

【従業員数】 単体720名(連結12,822名)(2018年3月末日)

【本 社】 [東京本社]東京都新宿区新宿六丁目28番1号

[大阪本社]大阪市淀川区西中島四丁目1番1号

【発行済株式総数】 1億570万株(売買単位100株)
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日清食品ホールディングス㈱

明星食品 ㈱ 日清食品ﾁﾙﾄﾞ ㈱ 日清食品冷凍 ㈱

日清シスコ ㈱ 日清ヨーク ㈱ ぼんち ㈱

日清食品 ㈱

１．会社概要
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１．会社概要

即席めん事業：世界１７カ国・３６工場
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• 「食」の可能性を追求し、夢のあるおいしさを創造していく。

• グローバルに「食」の楽しみや喜びを提供することで、社会や地球に貢献する。

創業者精神 当社グループの理念

食が足りてこそ世の中が平和になる

世の中の為に食を創造する

美しく健康な体は賢い食生活から

食の仕事は聖職である

１．会社概要
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２．2018年第２四半期決算報告



■上期 実績サマリー
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2018年度 2017年度

上期実績 前期差異 前期比 上期実績

売上収益 2,147 +41 +1.9% 2,106

営業利益 225 +38 +20.4% 187

親会社の所有者に帰属する

四半期利益 152 +6 +4.2% 145

営業利益率 10.5% +1.6pt 8.9%

親会社の所有者に帰属する

四半期利益率 7.1% +0.2pt 6.9%

２．2018年第２四半期決算報告


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

				上期実績 カミキ ジッセキ		前期差異 ゼンキ サイ		前期比 ゼンキヒ				上期実績 カミキ ジッセキ

		売上収益 ウリアゲ シュウエキ		2,147		+41		+1.9%				2,106

		営業利益 エイギョウ リエキ		225		+38		+20.4%				187

		親会社の所有者に帰属する
四半期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク シハンキ リエキ		152		+6		+4.2%				145



		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		10.5%		+1.6pt						8.9%

		親会社の所有者に帰属する
四半期利益率 シハンキ リツ		7.1%		+0.2pt						6.9%







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







（単位：億円）

2018年度 2017年度

上期実績 前期差異 前期比 上期実績

即席めん事業 1,056 +19 +1.8% 1,037
日清食品 896 +9 +1.0% 887
明星食品 160 +10 +7.0% 150

低温事業 277 +7 +2.8% 269
菓子・飲料事業 214 ▲6 ▲2.6% 220
国内その他 21 +0 +2.3% 20
国内　計 1,567 +21 +1.4% 1,546
米州地域 293 ▲4 ▲1.2% 296
中国地域 203 +10 +5.4% 193
アジア地域 49 +3 +6.0% 47
ＥＭＥＡ地域 34 +10 +41.0% 24
海外　計 580 +20 +3.5% 561
連結売上収益 2,147 +41 +1.9% 2,106

■セグメント別 売上収益実績

9

※中国地域の実績は、日清食品HDの連結方針に基づくもので、香港日清の開示とは異なる可能性があります。

２．2018年第２四半期決算報告


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



														（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

						上期実績 カミキ ジッセキ		前期差異 ゼンキ サイ		前期比 ゼンキヒ				上期実績 カミキ 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

		即席めん事業 ソクセキ ジギョウ				1,056		+19		+1.8%				1,037				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		896		+9		+1.0%				887						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		160		+10		+7.0%				150						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				277		+7		+2.8%				269				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				214		▲6		▲2.6%				220				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				21		+0		+2.3%				20				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				1,567		+21		+1.4%				1,546				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				293		▲4		▲1.2%				296				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				203		+10		+5.4%				193				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				49		+3		+6.0%				47				アジア地域 チイキ				114		+23		+25.3%				91		96

		ＥＭＥＡ地域 チイキ				34		+10		+41.0%				24				ＥＭＥＡ地域 チイキ				78		+19		+32.2%				59		59

		海外　計 カイガイ ケイ				580		+20		+3.5%				561				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				2,147		+41		+1.9%				2,106				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







（単位：億円）

2018年度 2017年度

上期実績 前期差異 前期比 上期実績

即席めん事業 135 +5 +3.6% 131
日清食品 123 +3 +2.5% 120
明星食品 13 +2 +15.2% 11

低温事業 12 +0 +1.6% 11
菓子・飲料事業 14 ▲2 ▲10.6% 16
国内その他 60 +51 +575.0% 9
国内　計 221 +54 +32.5% 167
米州地域 ▲3 ▲19 - 17
中国地域 17 ▲1 ▲4.9% 18
アジア地域 13 +8 +153.8% 5
ＥＭＥＡ地域 4 ▲1 ▲10.8% 5
海外　計 32 ▲13 ▲27.9% 45
グループ間調整 ▲26 ▲3 - ▲23
その他調整額 ▲1 ▲1 - ▲1
連結営業利益 225 +38 +20.4% 187

※中国地域の実績は、日清食品HDの連結方針に基づくもので、香港日清の開示とは異なる可能性があります。
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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

						上期実績 カミキ ジッセキ		前期差異 ゼンキ サイ		前期比 ゼンキヒ				上期実績 カミキ 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

		即席めん事業 ソクセキ ジギョウ				135		+5		+3.6%				131				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		123		+3		+2.5%				120						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		13		+2		+15.2%				11						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				12		+0		+1.6%				11				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				14		▲2		▲10.6%				16				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				60		+51		+575.0%				9		　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				221		+54		+32.5%				167				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		▲19		-				17				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				17		▲1		▲4.9%				18				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				13		+8		+153.8%				5				アジア地域 チイキ				17		+24		▲342.9%				△7		△15

		ＥＭＥＡ地域 チイキ				4		▲1		▲10.8%				5				ＥＭＥＡ地域 チイキ				7		+7		ERROR:#DIV/0!				0		△5

		海外　計 カイガイ ケイ				32		▲13		▲27.9%				45				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				▲26		▲3		-				▲23				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		▲1		-				▲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				225		+38		+20.4%				187				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		△28		△3		14%				△24





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
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３．中期経営計画2020の進捗



国内 海外

事
業
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ん
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フォーム

12

第2の収益の柱の構築

■目標達成に向けた戦略テーマ

・事業収益性の追求に向けて、5つの戦略テーマに取り組む。

3 2

4

グローバル経営人材の育成・強化

5

1
ステージ
アップ

Global Brandingの促進

重点地域への集中
国内収益基盤

の盤石化

３．中期経営計画2020の進捗



2015年度 2020年度

実績値 目標値

日本会計基準 IFRS基準

売上高 4,681 億円 5,500 億円

調整後営業利益 247 億円 475 億円

時価総額 5,700 億円 1 兆円

純利益 269 億円 330 億円

ROE(株主資本利益率） 7.4 % 8 %以上

調整後EPS   (1株当たり純利益) 196 円 330 円

配当性向は、期間平均40%以上

本業で
稼ぐ力

資本市
場価値

13

■2020年度数値目標

３．中期経営計画2020の進捗



(単位：億円)

2018年度 通期連結業績計画

計画 前期差異 前期比

売 上 収 益 4,550 +141 +3.2%

営 業 利 益 360 +8 +2.3%

親会社の所有者に帰
属 す る 当 期 利 益 260 ▲31 ▲10.8%

営 業 利 益 率 7.9% ▲0.1pt -

親会社の所有者に帰
属する当期利益率 5.7% ▲0.9pt -

2017年度

実績

4,409

352

291

8.0%

6.6%

1414

■2018年度 通期連結業績計画

３．中期経営計画2020の進捗
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４．国内・海外事業について
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16

第2の収益の柱の構築

3 2

4

グローバル経営人材の育成・強化

5

1
ステージ
アップ

Global Brandingの促進

重点地域への集中
国内収益基盤

の盤石化

４．国内事業について
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3 2

1
ステージ
アップ

Global Brandingの促進

重点地域への集中
国内収益基盤

の盤石化

４．国内事業について



国内 海外

事
業

即
席
め
ん

非
即
席
め
ん

プラット
フォーム

18

3

国内収益基盤
の盤石化

４．国内事業について

・ 国内即席めん市場の深耕
・ 工場の高度化投資
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４．国内事業について ー 国内即席めん市場の深耕
3
国内収益基盤

の盤石化

若年層

シニア層 女性層

100年ブランドカンパニー

19



20

動画（成長性-国内編）再生中



21

国内編動画まとめ→工場シナリオへの繋ぎ
（CFO-インタビュアー）



■新関西工場の稼働

 コージェネレーションシステム採用  生産管理システム

 最新鋭設備、ロボティクスの導入

より高度な省人化・フードディフェンスを実現！未来型新工場スマートファクトリー誕生

 日清自動監視管理室（ＮＡＳＡ室）

Nissin Automated Surveillance Administration

４．国内事業について ー 工場の高度化投資
3
国内収益基盤

の盤石化

22



23

国内総括→海外への繋ぎ
（CFO-インタビュアー）



国内 海外

事
業

即
席
め
ん

非
即
席
め
ん

プラット
フォーム

24

2

1
ステージ
アップ

Global Brandingの促進

重点地域への集中

５．海外事業について



 Gｌobal Brandingの促進

1
Global Branding

の促進

５．海外事業について

INDONESIA

SINGAPORE

THAILAND

VIET NAM

USA

HONG KONG

BRAZIL

JAPAN

PHILIPPINES

テスト販売
UK

INDIA

MAINLAND
CHINA

「カップヌードル」海外販売数量

’10 ’11 ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20 17年度１H 18年度１H

2018年度上期

CUP NOODLES伸長率

+ 7％

（中期計画 ＫＰI） 20年度/15年度比 1.5倍

• 今期成長目標8％以上

25



26
５．海外事業について 2

重点地域への
集中

 ロシア、CISなど

価格競争に巻き込まれない高付加価値商品による
提案力を強化し、市場におけるプレゼンスを高める

上場による意思決定のスピードアップと変化に即応した
体制の強化

 中国

 インド

2018年度中間期カップヌードル・袋めんともに
売上大幅増

持分法適用会社による事業

50INR 40INR

 ブラジル
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動画（成長性-海外編）再生中



28

海外総括
（CFO-インタビュアー）
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５．質疑応答



オンライン会社説明会

2018年12月18日(火)

証券コード：2897
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