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ネスレ 2014 年第 3 四半期末までの売上高:不安定な経済環境にあって広範囲の事

業領域の成長により 4.5%のオーガニックグロースを達成 

 

・売上高は 662億スイスフラン、オーガニックグロースは 4.5%、実質内部成長率は 2.3% 

・先進市場で 0.5%、新興市場で 9.5%の成長 

・通年業績の見通しは据え置き：約 5%のオーガニックグロース、為替相場の変動を除いた実質で

の利益率の改善、基礎となる資産ベースでの 1株当たりの利益の向上および資本効率の改善 

 

ネスレ CEOポール・ブルケ 

「追い風のない世界規模での不安定な経済環境の中で、ネスレは広範囲な事業領域にわたり順

調に成長しました。今日の売上に集中する一方で、将来に向けた事業の再編と強化を決定しまし

た。『ネスレ ビジネスエクセレンス』を新設し、ネスレの事業規模をさらに活用して、確実に各市場

がそれぞれの事業活動の成長に集中できるようにします。 

厳しい環境ではありますが、これまでの業績を考慮して、2014年ネスレは引き続き約 5%のオー

ガニックグロース、為替相場の変動を除いた実質での利益の改善、基礎となる資産ベースでの 1

株当たりの利益の向上および資本効率の改善を目指します」 

 

ビジネスレビュー 

2014年 1月から 9月までの 9か月間で、実質内部成長率は 2.3%、プライシングによる増加は

2.2%であり、それらを合わせたオーガニックグロースは 4.5%となりました。売上高は、持続的な

為替のマイナスの影響(-7.5%)、それに加えて事業売却と買収とのネットインパクト(-0.1%)により、

662億スイスフランとなりました。 その結果、売上高の前年比はマイナス 3.1%となりました。 

 

私たちは、すべての地域での成長を継続しました。南北アメリカで+5.1%、ヨーロッパで+1.4%、ア

ジア・オセアニア・アフリカで+6.5%です。また先進市場で 0.5%、新興市場で 9.5%成長しました。 

 

ゾーン 南北アメリカ 

売上高は 193億スイスフラン、オーガニックグロース 4.8%、実質内部成長率 1.1%。 

 北米では、冷凍食品市場で厳しい状況が続き売上に影響を及ぼしており、引き続きビジネス

を好転させることに専念しています。その他の市場ではイノベーションが成功の鍵となり、良

い結果となりました。ピザ市場での新製品、特に DiGiorno’s Thin and Crispyが好スタートを

切りました。また、アイスクリームでは、スーパープレミアム Gelatoの後押しにより好調を継



続しました。コーヒー用クリームの力強い成長は、Coffee-mateの Girl Scout Cookie フレー

バーに因るものです。最近発売したButterfinger Cupsは、コンフェクショナリー市場における

成長に引き続き貢献しました。Juicy Juiceの売却は、現在進行中のポートフォリオマネジメン

トプロセスの一環として発表されました。ペットケア市場では、成長するドッグ用自然食セグメ

ントで Beyondを発売しました。 

 

 中南米では、地域や価格によって変化する消費者心理が影響を与えました。ブラジルでは、

全カテゴリーを通して良い結果を残しました。その中でも常温乳製品が好調で、とりわけ、グ

ローイングアップミルクとココア、麦芽飲料では Nescau、そしてビスケットが好調でした。キッ

トカットは二桁成長を続けました。メキシコにおける財政法の改正は、市場に影響を与えまし

た。ソリュブルコーヒーカテゴリーは、高い競争力を維持しました。特にペットケア事業は地域

全域で好調で、その中でもとりわけ Dog Chow とプロプランが成長を牽引しました。 

 

ゾーン ヨーロッパ 

売上高は、111億スイスフラン、オーガニックグロース 1.0%、実質内部成長率 2.0%。 

 向かい風にもかかわらず、当ゾーンは、イノベーションとプレミアム戦略によってプラス成長を

遂げました。ヨーロッパにおける消費者マインドは依然として脆弱で、プライシングが成長を

大きく左右する状況でした。 

 

 西欧は成長しました。スペイン、ポルトガル、フランス、オーストリアとオランダが成長に貢献

しました。一方で英国地域、ドイツとイタリアはやや低調でした。ネスカフェ ドルチェグストは

堅調に伸び続け、ソリュブルコーヒー ネスカフェ Goldは多くの市場で好成績を残しました。

冷凍ピザ事業はプラス成長を維持しましたが、アイスクリーム事業は、ヨーロッパのほとんど

で厳しいサマーシーズンとなりました。ペットケア事業も同様に堅調に伸び、特に Felix、ピュ

リナワン, Gourmet とスナックが好調でした。 

 

 中東欧は、年初と同じ傾向で推移しました。ロシアは菓子とアイスクリームカテゴリーの好調

に加えて、ネスカフェ ドルチェグストで二桁成長を達成しました。ウクライナも好調でした。そ

の他の地域は、良い面悪い面が入り混じった状況でした。消費者心理が改善し、特に、菓子

とコーヒー市場の売上に貢献した市場がいくつかありました。調理用食品カテゴリーの売上

が下がった市場もありました。また悪天候がアイスクリーム事業に影響を及ばしました。特筆

されるのはペットケア事業で、ロシアとポーランドが地域全域で力強く成長しました。 

 

ゾーン アジア・オセアニア・アフリカ 

売上高は 134億スイスフラン、オーガニックグロース 3.5%、実質内部成長率 0.7%。 

 当ゾーンでも同様に厳しい状況でした。特に、私たちが長期的なビジネスの可能性に自信を



持っている中国においては大変厳しい状況でした。当ゾーンの多くの市場で成長を見せた一

方で、政情不安による深刻な影響が見られた国も数か国ありました。イノベーションとネスカ

フェ ドルチェグストのようなプレミアム事業が、当ゾーンの成長を牽引しました。 

 

 カテゴリーとブランドの観点では、ミロ、マギー、コーヒー、紅茶とコーヒー用クリームが、当ゾ

ーンの新興市場の成長に貢献しました。フィリピン、トルコ、パキスタンとアフリカの多くの

国々が力強く成長しました。 

 

 先進市場において、日本の絶え間ないイノベーションと新しいビジネスモデルの展開が良い

結果をもたらしています。一方で、オセアニア地域は、低脂肪の Carnation Cooking Cream

と Felixのキャットフードを含む新製品の成功にもかかわらず、厳しい結果となりました。 

 

ネスレ ウォーターズ 

売上高は 57億スイスフラン、オーガニックグロース 5.1%、実質内部成長率 5.8% 

 ネスレ ウォーターズは、先進市場と新興市場の両方で順調に成長しました。激戦地域であ

る北米市場において、地域の天然水であるOzarkaとDeer Parkが好調で、プレミアムブラン

ドのペリエとサンペレグリノも同様に好調でした。また、Nesteaも貢献しました。冷夏にもかか

わらず、ヨーロッパでは堅調な成長が続きました。英国、フランスとベルギーは特に堅調でし

た。Nestlé Pure Lifeは、特にトルコ、中国、ブラジルとエジプトにおいて、現地ブランドの力強

い成長とともに新興市場の二桁成長を引き続き牽引しました。 

 

ネスレ ニュートリション 

売上高は 71億スイスフラン、オーガニックグロース 7.8%、実質内部成長率 3.4%。 

 ネスレ ニュートリションは、乳児用調製粉乳と乳児向けシリアルで好調を維持しました。中東

の一部地域での政情不安による現地物流の遅れにもかかわらず、新興市場では二桁成長と

なりました。先進市場では、食事と飲料カテゴリーが低調でしたが、アメリカの Gerberパウチ

のようなイノベーションが好調でした。NAN、プレミアムブランドの S26 と Illumaのイノベーシ

ョンによって、引き続き競合から差別化を図ることができました。 

 

その他の事業 

売上高は 96億スイスフラン、オーガニックグロース 6.6%、実質内部成長率 4.9%。 

 ネスレ プロフェショナルは、ロシア、中国、中東、インドシナとフィリピンでの力強い成長によ

って引き続き成長しました。この好結果によって、西欧、北米とメキシコで直面した厳しい状況

を補完できました。飲料ソリューション事業が好調であるとともに、デザートソリューションが食

品事業の成長を牽引しました。 

 



 ネスプレッソは、サービスとマシンでのイノベーションとグラン・クリュ コーヒーのレンジ幅を拡

大する限定製品などによって良い結果を収めました。ネスプレッソ事業は、世界中で新しいブ

ティックがオープンすることで地理的な拡大を続け、先進市場と新興市場の両方で成長しまし

た。新型マシン Inissiaと北米での VertuoLineシステムの発売が順調に進み、顧客の評判も

上々でした。 

 

 ネスレ ヘルスサイエンスは、公的部門の医療予算の圧縮により医療費払戻調整に影響が

出ましたが、ヨーロッパの全地域で堅調に伸びました。ペプタメンと Impactが業績に大きく貢

献しました。また、小売りにおける堅調な成長は、米国の Boost、ヨーロッパの Meritene とブ

ラジルの Nutrenによって導かれました。 

 

 ネスレ スキンヘルスの設立は計画通り進んでいます。ガルデルマは米国、アジアと南米で

好調でした。北米で最近買収した医療美容の製品群が無事統合されました。 

 

見通し 

これまでの業績を考慮し、厳しい環境ではありますが、2014 年ネスレは引き続き約 5%のオーガ

ニックグロース、為替相場の変動を除いた実質での利益の改善、基礎となる資産ベースでの 1 株

当たりの利益の向上および資本効率の改善を目指します。 

 

 

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】 

・報道関係者の皆様 担当:Robin Tickle  Tel.: +41 21 924 2200 

・投資家の皆様     Tel.: +41 21 924 3509 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添付資料 

2014年第 3四半期末までの売上高一覧 

     

  

2014年 

1月-9月 

売上高 

(百万 

スイスフラン) 

2013年 

1月-9月 

売上高 

(百万 

スイスフラン) 

(*) 

2014年 

1月-9月 

オーガニック 

グロース 

(%) 

2014年 

1月-9月 

実質内部 

成長率 

(%) 

事業分野別 

・南北アメリカ 19,315 20,788 +4.8 +1.1 

・ヨーロッパ 11,087 11,375 +1.0 +2.0 

・アジア・オセアニア・アフリカ 13,440 14,065 +3.5 +0.7 

・ネスレ ウォーターズ 5,686 5,699 +5.1 +5.8 

・ネスレ ニュートリション 7,117 7,467 +7.8 +3.4 

その他事業 9,579 8,956 +6.6 +4.9 

グループ事業合計 66,224 68,350 +4.5 +2.3 

製品別 

粉末・液体飲料 14,701 15,041 +5.2 +4.2 

ミネラルウォーター 5,280 5,313 +5.0 +5.7 

乳製品・アイスクリーム 12,498 13,151 +4.7 -0.2 

ニュートリション&ヘルスサイエンス(1) 9,152 8,953 +8.0 +4.0 

調理済み食品・調理用食品 9,683 10,320 -0.2 -1.1 

菓子 6,702 7,223 +4.1 +0.3 

ペットケア 8,208 8,349 +5.0 +4.7 

グループ事業合計 66,224 68,350 +4.5 +2.3 

  

(*) 2013年の数字は、地理ゾーン別に分類されていた Nestea RTD事業の担当が 2014年 1月 1日付けでネスレ

ウォーターズに移転したことから修正表記されています。 

(1)2014年 7月 1日付けのガルデルマ統合を受け名称を変更。 

 
9月に発表したゾーン アジア・オセアニア・アフリカとゾーン ヨーロッパの再編は 2015年 1月から適用されます。 

 


