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日本を、世界をまん ぷくに！

100 年続く

が、計画達成に向けて業績は着実に推移して

して60 年の節目の年となる2018 年、
「チキン

います。

ラーメン」
ブランドとして、売上高で史上最高

当社グループは、グローバルカンパニーと

を目指すという目標を立てました。
この目標を

しての評価獲得に向けて、会計基準について

達成するため、日清食品では誕生 60 周年を

当期より、
日本基準（ J-GAAP ）に替えて国際

記念して、
さまざまな施策を展開しています。

財務報告基準（ IFRS ）を任意適用しました。

「チキンラーメン」
ブランドをさらに飛躍さ
せていくためには、新しいユーザー層の喫食
率を上げていくことが不可欠です。

当第 2 四半 期の決 算については、国内で

そこで、今年の春に投入したのが「具付き

は、即席めん事業においてグループの中核を

3食パック アクマのキムラー」。
これは、
「チキ

なす日清食品のほか、明星食品、冷凍事業と

ンラーメン」
や袋めんにあまりなじみのなかっ

もに売上収益、営業利益が前年同期実績を

たお客様をターゲットにした製品で、10月よ

上回りました。

り新たにバターコーン味の「アクマのバタコ」

つきがありますが、着実にエリア戦略を推進
しました。

代表取締役社長・CEO

露出が増えているように感じます。

世界初の即席めん「チキンラーメン」が誕生

海外では、経済環境の変化などによりばら

NISSIN はすでに40 年後の 100 年を
見据えています。NISSIN はどんな未来を描くのか？
安藤 CEO に聞きました。
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国内ではロングセラーブランドの

当期は「中期経営計画 2020 」の 3 年目です

参照ください。）

即席めん誕生から60 年。

が仲間入りしています。
「アクマのキムラー」は、CMにおいても“ひ
よこちゃんが悪魔になる！？”というこれまで

この結果、売上収益は前年同期比1.9% 増

のイメージを覆す挑戦をしており、同シリー

の2,147億円、営業利益は20.4%増の225億

ズの CM は若者を中心にSNS などで大きな

円、親会社の所有者に帰属する四半期（当

話題となりました。結果として、
日本最大級の

期）利益は4.2%増の152億円となり、増収増

広告アワードである
「ACCグランプリ」
のブラ

益で着地しました。

ンデッド・コミュニケーション部門において
「総務大臣賞／ ACCグランプリ」を受賞しま

安藤 宏基

した。変化を恐れず挑戦し、皆様から評価し
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達成に向けた進捗はいかがですか。

（詳細は11ページの
「上半期連結業績ハイライト」
をご

ブランドづくりを！
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「中期経営計画2020」の

ていただいたことは大変喜ばしいことです。
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また、10 月からは日清
食品の創業者・安藤百福

NHK 連続テレビ小説「まんぷく」放送中

2018年10月1日〜2019年3月30日（全151回）

ランドを「 100 年ブランド」へと進化させるこ

連続テレビ小説「まんぷ

とができれば、国内収益基盤を今以上に持続

く」が始まりました。物語

的かつより確かなものにすることができると

はフィクションの部分が

確信しています。

多いものの、当社グルー

当社グループには数多くのロングセラーブ
ランドがあり、発売から長い年月が経った今
なお、消費者の皆様の根強い支持を得ている
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テ型カップめん
「 Paneer（チーズ味）」の販売
を開始し、受注は好調に推移しています。

Q

最後に、株主の皆様へ
メッセージをお願いいたします。

海外事業戦略の進捗は

昨今、世界の消費者の方々は食品選択の基準

いかがですか。

として、栄養バランスをより重視しています。

CREATIVE OFFICE

また、地球温暖化など負の側面にこれまで以

当第 2 四 半 期においても、
「中期経営計画

上に厳しい目を向けるようになっています。即

2 0 2 0 」の 5 つの戦 略テーマのうちの 2 つ、

席めんが人々の健康と地球環境に配慮した

「カップヌードルのグローバルブランディング

製品であることを世界中の消費者の方々に広

の促進」
と
「海外重点地域への集中」
にフォー

く理解していただくことは、我々メーカーの義

以前から当社グループが目指しているの

カスし、海外事業戦略を着実に推進しまし

務であるといっても過言ではありません。

は、“100 年経ってもお客様から愛され、鮮度

た。海外重点地域（ BRICs ）において
「カップ

このような背景から、去る2018 年 8月、世

を維持し成長し続けるブランド群を育成す

ヌードル」をはじめとする高付加価値製品を

界ラーメン協会※は、即席めん発明 60周年を

を高めていくことも重要です。当社グループ

積極的に投入しています。

記 念して大 阪で開 催した「 世 界ラーメンサ

では昨年から社員の生産性と創造性の向上

ミット」において、①おいしい、②安全・安心、

を追求したモデルオフィス
「クリエイティブオ

に加え、
「ラ王」、その他ラーメン店とのコラボ

③簡便、④長期保存、⑤安価という従来の即

フィス」を開設したり、自由な服装でリラック

シリーズなど、高付加価値製品の販売に注力

席めん開発 5 原則に、⑥栄養（ Nutritious ）

スした職場環境をつくる
「カジュアルデー」
を

しました。香港では「カップヌードルライト」な

と、⑦環境保全（Eco-Sustainable）
を加える

設定したりするなど、
スマートワークの取り組

どの健康志向の製品にもトライしています。
ブ

ことを宣言しました。

みを推進しています。

ことは、私たちの資産となっています。
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めています。
また、
インドでは、2018年5月にタ

インのモデルとしたNHK

それを感じ取っていただけたら幸いです。

年
に
向
け
て

というコンセプトで呼んでいます。
当社グループが持つ数々のロングセラーブ

盛り込まれており、
ドラマとして楽しみつつ、
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ターゲットとして
「カップヌードル」
の強化を進

の妻・仁子（まさこ）
をヒロ

プの考えや発想が随所に

ブ
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を
さ
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に
進
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さ
せ
る

る”ことで、私たちはそれを
「 100 年ブランド」

中国では、中国版カップヌードル「合味道」

ラジルで当社グループは袋めん市場で圧倒的

当社グループも革新的な新製品の開発、

生産性向上に向けたさまざまなプロジェクトを進行中！

さまざまな時代の変化に対応しつつ、企業

なシェアがあるものの、
カップめん市場はまだ

新技術の創出でこの宣言に応えていきます。

価値の向上と皆様への利益還元を第一に考

未成熟です。
そこで、CMやサンプリングなどを

また、
「中期経営計画 2020 」
を確実に遂行

え邁進していきます。今後もNISSINにご期待

実施し、主に所得水準の上がった若年層を

していくためには、社員の生産性と働きがい

ください。

※世界ラーメン協会：インス
タントラーメンの品質改善
と消費拡大を図り、業界発
展と世界の食生活に貢献
することを目的に1997 年
に設立された、25か国／地
域の153 社（団体）が加盟
する世界規模の業界団体
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