
売上構成比率 22.4%

戦える体制を構築し
営業利益のV字回復を目指します。

加工事業本部

ニッポンハムグループの加工事業の強みは、商品開発力、提案営業力に加え
「シャウエッセン®」をはじめとした、各カテゴリーでトップシェアを誇る商品を有することにあります。
2017年3月期は主要ブランドのブラッシュアップに加えブランド食肉を使った商品の開発や、エリア戦略の推進、
新規販売チャネルの開拓など、積極的な事業活動を展開し、V字回復を目指します。

2016／3実績

3,381億円
2017／3計画

3,520億円▶

2016／3実績

39億円
2017／3計画

80億円▶

2016／3実績

1.1%

2017／3計画

2.3%
▶

売
上
高

営
業
利
益
率

営
業
利
益

（3,566億円）

（41億円）

（　）内の数値は旧セグメントの実績です。
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加工事業本部は新中期経営計画パート５初年度となる
2016年3月期、売上数量の回復と営業利益率の改善に努
めましたが、売上高3,381億円、営業利益39億円、営業
利益率1.1%と大幅な回復・改善には至りませんでした。
大幅な利益率の改善に至らなかった背景には、2016年

3月期上半期までの原燃料価格高騰の影響が残ったの 

に加え、主力ブランド以外のコンシューマ商品と業務用
商品の販売数量の回復が想定よりも遅れたことで、生産
数量も伸び悩んだことがあります。これに対して、高生
産ラインの導入や物流コストの削減、アイテム数削減な
どコスト改善対策を講じたものの、工場稼働率が厳しく、
コスト対策の効果が充分に得られなかったことから、利益

の大幅な回復に至りませんでした。しかしながら、下期
に入りコンシューマ商品の売上回復や継続して取り組ん
できたコスト削減効果が発現し、営業利益は第3四半期
より回復基調となりました。

加工事業本部は、今期カテゴリー No.1商品の開発、
販売数量の拡大、新チャネルの開拓を同時に推進し、これ
までに培った強みとグループシナジーを活かしながら、
国内事業の「競争優位性の再構築」に注力していきます。
さらに、継続的な事業の発展に向けて、中長期視点での
構造改革にも取り組んでいきます。

2016年3月期は、
第3四半期から回復基調に

V字回復を目指して、
「競争優位性の再構築」に注力

加工事業本部売上高・営業利益 （億円）

13/3
（実績）

14/3
（実績）

15/3
（実績）

16/3
（実績）

17/3
（計画）

3,265

93

3,357 3,435

65

3,381 3,520

39

80

22

新中計パート4 新中計パート5

売上高
営業利益

主要な戦略と取り組み

カテゴリー
No. 1商品の開発

販売数量拡大

新チャネルの開拓

コスト競争力の強化

ブランド食肉を使用した付加価値の 
高い商品の開発により、他社商品との
差別化を図る

新規市場の開拓、既存市場における 
価格訴求商品の販売による工場の稼働
率向上

大都市圏以外の地域の営業活動の強化
と、グループのネットワークを活かした
新チャネルの開拓

高生産性ラインの導入とグループ内の
人財の有効活用と要員構成の是正

国内事業の持続的な収益力強化

代表取締役専務執行役員
加工事業本部長
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加工事業本部

カテゴリー No.1商品の開発

構造改革に着手

加工事業本部では、あらびきウインナーのトップブ
ランドである「シャウエッセン®」や、チルドピザシリーズ 

「石窯工房®」、チルド中華惣菜シリーズ「中華名菜®」など 

のカテゴリー No.１商品を有していますが、それら旗艦
ブランドに次ぐ大型商品の開発に向けて、食肉事業本
部が有する国産鶏肉「桜姫 ®」や国産豚肉「麦小町 ®」、 
輸入豚肉「ドルチェポルコ®」といったブランド食肉を使
用した高付加価値商品の開発を進めていきます。また、
ライフスタイルの変化による「簡便志向」の高まりを背
景に、野菜や卵を一品加えてレンジで調理する新商品 

「レンジ調理革命」、「ふわたま®オムレツ」や忙しい朝の
朝食シーンの提案となるチルドベーカリー、プレミアム
志向の本格ハンバーグ「極み焼 ®」等これまでの当社の
商品にはなかったカテゴリーの開発にも取り組み、他社
商品との差別化が図れるファーストエントリー商品による
新規市場の開拓を進めていきます。

V字回復を実現するには、新規市場の開拓と同時に、
既存市場のビジネスを拡大することも重要です。加工事
業本部では、既存市場で戦うために、消費者の節約志向
を捉えた、価格訴求商品も対応していきます。工場稼働
率を高めることで生産コストの低減につなげていきます。
また加工事業本部は、今まで大都市圏の量販店やＣＶＳ

チェーン、外食チェーン等に対し重点的に営業を行って
いましたが、今後は大都市圏以外の地域の営業活動を
強化するとともに、社員食堂、学校給食、ホテルといっ
た新たなチャネルの開拓とチャネルに合わせたメニュー
提案にも挑戦していきます。さらに、食肉事業本部が得
意とする焼肉店チャネルや居酒屋チャネル、関連企業
本部が得意とする回転寿司チャネルや学校給食チャネル
など、グループが有する販路を横断的に活用した売上
拡大にも取り組んでいきます。

加工事業本部は、国内において２５の生産拠点を有
しています。これまでにハム・ソーセージを製造してい
る日本ハムファクトリー（株）茨城工場への高生産ライン
の導入を行いましたが、今後も省人化、生産性向上に 

向け設備投資が必要です。今期につきましては、日本 

ハムファクトリー（株）兵庫工場を、現在の小野工場
と統合し新兵庫工場を立ち上げ、高生産性ラインを導
入し、コスト削減を図っていきます。また、事業を継
続的に成長させていくには、販売数量の拡大やコスト
削減だけではなく、事業の仕組み自体を変革していく
必要があります。加工事業本部は、グループ内にお
ける人財の有効活用と要員構成の是正を行うことに 

より、コスト競争力の向上に努めるとともに、構造改革 

を進めていきます。

販売数量拡大と新チャネルの開拓
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食肉事業本部

売上構成比率 50.0%

日本全国をカバーする営業力を強みに
競争優位性を高めていきます。
ニッポンハムグループの食肉事業の最大の強みは、
飼育・肥育から販売まで、食肉の生産供給を自社で一貫して行う
「バーティカル・インテグレーションシステム」を構築していることにあります。
今後はブランド食肉の強化や、営業ネットワークの拡充により、
さらなるグループ相乗効果を創出し、シェアアップに努めます。

2016／3実績

7,539億円
2017／3計画

7,470億円▶

2016／3実績

389億円
2017／3計画

355億円▶

2016／3実績

5.2%

2017／3計画

4.8%
▶

売
上
高

営
業
利
益
率

営
業
利
益

（8,773億円）

（397億円）

（　）内の数値は旧セグメントの実績です。
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当社グループの国内食肉事業の強みは、生産・飼育 

から処理・加工・物流・販売にいたるまで一貫した
「バーティカル・インテグレーションシステム」を有する 

ことにあります。インテグレーションの川上における
ファーム事業は、国内最大級の生産と処理能力を有し、
川下では全国 116カ所の営業拠点から、新鮮で安全な
食肉を安定してお客様にお届けしています。
新中期経営計画パート５の初年度となる2016年 3月
期は非常に好調で、売上高 7,539億円、営業利益は
389億円となりました。
販売数量は、焼肉店など外食向け販売ルートの新規
開拓や、国産鶏肉「桜姫 ®」のテレビCMの展開による
ブランド認知度向上などにより、前期比 104%と伸長し

ました。川上のファーム事業では、消費者の国産志向
や地産地消ニーズが高まる中、ブランド食肉の強化を図
るために、養鶏・処理を行う日本ホワイトファーム（株）、
養豚を行うインターファーム（株）の事業を拡大しました。
また、物流体制については、関係法令がより厳しくなる
中、よりきめ細かな配送を実現するため、中継拠点の
最適化や首都圏小規模配送用車両の拡充などのさまざ
まな施策を講じました。

食肉事業本部は、「収益性を伴った販売数量の拡大」
に向けて、国内食肉販売シェア25%の達成を中長期の

国内販売が堅調に推移

食肉事業本部売上高・営業利益 （億円）

13/3
（実績）

14/3
（実績）

15/3
（実績）

16/3
（実績）

17/3
（計画）

6,004

175

6,674
7,267

209

7,539 7,470

389
355330

売上高
営業利益

新中計パート4 新中計パート5

主要な戦略と取り組み

収益性を伴った
販売数量の拡大

生産・調達・
物流力の強化

グループ相乗効果
の創出

人と組織の変革

既存ファームの増強と新規ファーム
への投資による生産能力の向上と、
物流拠点の再編・効率化。

ブランド食肉を、相場変動の影響を
受けにくい強いブランドへと育成し、
顧客満足度、シェア、収益性を向上。

加工品の原料としてブランド食肉を活
用し、商品の付加価値を向上。グルー
プ内の営業・物流拠点の相互連携。

既成概念にとらわれないチャレンジ
する人財の育成と、将来の経営を担
う人財の育成に注力。

国内食肉販売シェア25%を目指して、
多面的な変革を実践

食肉事業本部

国内事業の持続的な収益力強化

取締役専務執行役員
食肉事業本部長
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目標にしています。現在、我々が試算している国内食肉
取扱シェア21.3%を25%まで拡大するには、現在の年
間販売量約100万トンを120万トン程度まで引き上げる
必要があります。そのためには、既存の施策の枠組み
の延長線だけでは困難で、新しい視点での取り組みも
必要です。だからこそ「変革」の大切さを事業部門全体
で共有しながら取り組んでいます。

2017年 3月期は「変革の実践」をテーマに、ブランド
食肉の育成をはじめ、生産・物流力の強化、グループ
相乗効果の創出、人材と組織の成長など、多面的な改革
を推進します。

ブランド食肉の育成については、国産品は鶏肉「桜姫®」
や、豚肉「麦小町®」、牛肉「恵みの国®」、輸入品ではイ
タリア産長期肥育豚の「ドルチェポルコ®」や豪州産牛
肉の「大麦牛」などの認知度向上を図るとともに、より愛
される商品へとブラッシュアップしていくことで、消費者
の皆様から指名いただけるブランドへと育て、安定した 

成長を目指していきます。これにより、コモディティ商
品から、相場の影響を受けにくい強いブランドへと進化 

させることができます。結果として、食肉相場等に左右さ
れづらいビジネスモデルの構築にもつながると思います。

現在、国内においては、畜産農家の高齢化や後継者
不足など多くの課題があります。このような状況の中、

当社グループは長年培ってきた食肉生産技術を活かし
てさらなる生産拡充を図るとともに、業務提携も視野
に入れて、シェア拡大を目指していきます。同時に国
内の畜産業の維持にも貢献したいと思っています。
また、国内外から調達した商品をスピーディーにお
届けするために、関東・関西 2カ所の物流センター、全
国 116カ所の営業拠点を結ぶ物流ネットワークに加え
て、消費地の近くで、効率よく商品を中継・配送ができ
るような、中継拠点の拡充も進めていきます。

ブランド食肉を、加工事業本部や関連企業本部で製
造される加工品の原料として活用し、ブランドに裏付け
られた安全・安心やおいしさなどの付加価値を付けて
いくことで、ニッポンハムグループ全体のビジネスモデ
ルの強化にもつなげていきます。また、食肉事業本部
と加工事業本部の営業拠点が連携することで、共同
配送による物流の効率化や、お得意先様情報の共有
化による販売数量の拡大を目指します。

先ほども述べましたが、 国内食肉販売シェアを
25%に拡大するには、従来の延長線で行動していて
は不可能だと考えています。日々自己変革しながら、
失敗を恐れずチャレンジする人財の育成、持続的な成
長に向けた次世代の経営を担う人財を育成すること
で、これまでの組織の殻を破っていきます。

ブランド食肉の強化

生産・物流力の強化

グループ相乗効果の創出

当社調べ

17.0%
牛肉

28.1%
豚肉

10.5%
鶏肉

18.3%
合計

（その他肉含む）

人と組織の変革

当社食肉販売における自社ブランド食肉の占める割合
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関連企業本部

売上構成比率 10.5%

メーカーへの変革を果たし、
水産・乳製品業界での
存在感を高めていきます。
関連企業本部は、自社製造商品比率を高めるとともにコンシューマ商品を強化していきます。
また、販売ルートの共有化など、グループの資産を有効活用することで、
水産・乳製品のさらなるシェア拡大に取り組んでいきます。

2016／3実績

1,587億円
2017／3計画

1,650億円▶

2016／3実績

22億円
2017／3計画

30億円▶

2016／3実績

1.4%

2017／3計画

1.8%
▶

売
上
高

営
業
利
益
率

営
業
利
益

（1,594億円）

（23億円）

（　）内の数値は旧セグメントの実績です。
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関連企業本部は、寿司種や水産珍味などの水産加工品
を扱うマリンフーズ（株）、チーズ、缶詰、冷凍食品および
フリーズドライ食品を扱う（株）宝幸、ヨーグルト等の乳製
品を扱う日本ルナ（株）の3社を中心に構成されています。

2016年3月期の関連企業本部の売上高は1,587億円、
営業利益は22億円と計画を上回る実績となり、新中期
経営計画パート5の初年度は好調なスタートを切ること
ができました。
マリンフーズは、収益性の向上が課題でしたが、価格
改定を進めるとともに、利益率の高い自社製造商品の拡
販や商品の内製化に注力し、利益率を改善することがで
きました。

宝幸は、老朽化した2工場を移転させ、2015年8月
にチーズ製造のロルフ大和プラントを、10月には冷凍食
品製造の筑西工場をそれぞれ新工場として稼働いたしま
した。この投資を早期に回収するために、売上の拡大に
注力しました。常温食品に関しては、サバ缶詰の原料で
あるサバの調達を工場がある八戸の港だけでなく、他の
水揚げ港などにも拡大することで、安定した原料調達を
行い、工場稼働率の向上と収益の拡大につなげました。
日本ルナは、主力のバニラヨーグルトの売上を順調

に伸ばし、ヨーグルトとシリアルなどをセットにした新
製品「TOPCUP」シリーズの売上も拡大いたしました。 
その他にもドリンクヨーグルトおよび乳酸菌飲料の
「ときめきカフェ」シリーズも好調で、商品群が多様と
なり、点から面への売場提案が可能になりました。

2016年3月期は、
主要3社ともに業績改善

関連企業本部売上高・営業利益 （億円）

13/3
（実績）

14/3
（実績）

15/3
（実績）

16/3
（実績）

17/3
（計画）

1,375

16

1,476 1,546

10

1,587 1,650

22
30

3

売上高
営業利益

新中計パート4 新中計パート5

主要な戦略と取り組み

マリンフーズ（株）
の施策

（株）宝幸の施策

日本ルナ（株）の施策

商品開発力の強化、営業体制の見直
し、TVCM等の活用による認知度向上

グループシナジーを活かした付加価値
の高い商品の開発と生産能力の増強

バニラヨーグルトに続く第二、第三
の柱となる商品の育成と、ヨーグルト
の新しい食べ方の提案

国内事業の持続的な収益力強化

取締役常務執行役員
関連企業本部長
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コンシューマ商品の強化や
グループ総合力の活用で、事業規模を拡大
関連企業本部は、自社製造商品比率を高め収益力を
向上させるとともに、事業規模拡大に向けコンシューマ
商品の強化を図っていきます。日本ルナが「バニラヨー
グルト」のテレビCMを放映した地域では、売上が40%

以上伸長しました。宝幸でも、地域を特定してサバ缶
詰のテレビCMを放映したことで、その地域での売上が
大幅に伸長しました。マリンフーズにつきましてもテレビ
CMの展開を検討していきます。今後も、コンシューマ
商品の強化に向けて、さらなる販売促進施策や新商品
開発を積極的に推し進めます。
グループ資産を有効活用した販路の拡大にも努めてい

きます。例えば、マリンフーズの主力販路である回転寿
司チャネルで加工事業本部の商品を販売したり、また、
宝幸のしゅうまいやチーズ、日本ルナのヨーグルト、マ
リンフーズのサーモンやエビの加工品などを加工事業本
部、食肉事業本部の得意とするファーストフードなどの
外食チャネルに提案するなど、各事業本部が有する販路
を相互に活用した営業活動にも注力していきます。また、
商品開発や販売促進においても、他事業本部と協力し、
グループシナジーを最大限に活用した施策を講じます。

●マリンフーズ（株）の取り組み
商品開発に関しては、消費者ニーズを反映したマー

ケットインの発想を今まで以上に重視することや、売れ
筋商品の再発掘、未利用魚種の開拓にも取り組んで 

いきます。また、超高圧加工機の活用による新規販売
ルートの開拓、世界的な日本食ブームを背景とした寿司
種などの積極的な輸出にも取り組み、三重工場では内
製化を引き続き推進していきます。2013年にグループ
の一員となった釧路丸水（株）については、北海道産原
料を使った商品のラインアップの拡充と量販店への北海
道フェアの提案強化などに取り組み売上の拡大を図って 

いきます。

●（株）宝幸の取り組み
チーズに関しては、好調に売上を伸ばしている「ベ

ビーチーズ」「スモークチーズ」などのコンシューマ商品

の増産体制構築に向けて、大和プラントおよび西宮プ
ラントでの生産の最適化を進めていきます。
冷凍食品については、グループ資産を有効活用する

ことで、売上の拡大と収益力の向上を目指します。ブ
ランド食肉「ドルチェポルコ®」、「桜姫 ®」を使ったしゅう
まいの販売は好調で、増産体制の確立を進めています。
また、小袋入り洋風ソースなどを提案することで、他社
の焼売商品との差別化を図っていきます。
常温食品では、2016年の夏には、八戸工場に新たな
製造ラインを導入し、サバ缶詰やカニ缶詰など既存商品
の増産とともに、今までの概念と考えを異にする缶詰の
進化系など、当社グループの商品カテゴリーを拡大する
商品の開発にも取り組んでいきます。

●日本ルナ（株）の取り組み
「バニラヨーグルト」シリーズは、日本ルナの売上高
の４割近くを占めています。近年米国では適切な間食
をとること（スナッキング）により本来の食事の量を減ら
す健康的な食文化が注目され、この食文化に合うのが
新商品の「TOPCUP」シリーズです。また、チルドカッ
プ飲料は、チアシード等の話題のスーパーフードを使用
したものやグリーンスムージーといった健康トレンドを捉
えた商品を揃えました。新ライフスタイルや健康トレン 

ドの提案とともにこれらを積極的に展開することで、
バニラヨーグルトに次ぐ第２、第３の柱商材として育成
することを目指しています。
新たな商品カテゴリーとしては、調味料やケーキなど

のデザート商材として使用できる、ヨーグルト加工品の
開発を進めています。また、日本ハム（株）中央研究所
との連携により、独自の乳酸菌を開発し、新機能性ヨー
グルトの販売につなげていきたいとも考えています。

関連企業本部
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海外事業本部

海外事業を「見える化」し、
各国に根付いた事業を展開することで、
世界の人々に食の感動をお届けします。
日本ハム（株）は、2016年 4月、新たに海外事業本部を設立しました。
グループ各社が企業理念の実現に努めていくことでそれぞれの国や地域の食文化に根付いた事業を展開し、
真のグローバル企業を目指していきます。

売上構成比率 17.1%

2016／3実績

2,561億円
2017／3計画

2,550億円▶

2016／3実績

6億円
2017／3計画

23億円▶

2016／3実績

0.2%

2017／3計画

0.9%
▶

18カ国

売
上
高

営
業
利
益
率

進
出
国

営
業
利
益
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ニッポンハムグループは、昨年からスタートした新中期
経営計画パート５の経営方針の一つに「グローバル企業
への加速」を掲げています。その経営方針の具現化に
向け、2016年4月、海外事業本部を設立しました。
従来各事業本部に属した海外事業と海外関係会社を
単一の事業本部にすることで、海外事業を「見える化」
し、事業拡大を加速していきます。
新中期経営計画パート5の初年度となる2016年 3

月期の海外事業の業績を取りまとめますと、売上高は
2,561億円、グループ内への売上を除く純社外売上は
1,277億円、営業利益は豪州事業や米州事業などの
環境が悪化し６億円と苦戦しました。

海外事業本部では、海外 18の国に展開するグルー
プ会社が企業理念の実現を目指し各グループ会社の適
切なガバナンス体制による現地の判断をもとに、それぞ
れの国や地域の食文化に根ざした事業を展開する経営
体制を構築していきます。あらゆる国や地域において
「食」は食糧として重要なものですが、食文化はそれぞ
れ異なります。従って現地の市場性に合わせた取り組み
を進めていかなくては、当社グループが目指す「食べる
喜び」をお届けすることはできません。また、「食」は
各国の政策とも関係するため、その考え方を理解した
上で、企業経営に努めていく必要もあります。海外の 

グループ各社は、国や地域の発展とともに成長してい
く企業であるべきだと考えています。

長期目標達成に向けて
海外事業本部を立ち上げ

海外事業本部売上高・営業利益 （億円）

13/3
（実績）

14/3
（実績）

15/3
（実績）

16/3
（実績）

17/3
（計画）

1,590

△16

2,093

2,531

60

2,561 2,550

6
23

122

売上高
営業利益

新中計パート4 新中計パート5

主要な戦略と取り組み

豪州事業施策

米国事業施策

アジアでの施策

欧州での施策

差別化できるブランド牛肉の生産・
販売増と効率化の推進で安定した収
益を確保

西海岸での販売強化に加え、米国東
海岸進出を検討

量販店や外食への販売を高めるとと
もに、日本ハムの技術をいかしたブ
ランディングも強化

製造拠点の設立に加え、UAE、サウジ
アラビアなどの中東の政情が安定し
た地域への販売先の拡大

海外事業本部

グローバル企業への加速

取締役専務執行役員
海外事業本部長
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本部組織として、
グループ各社の相乗効果を高める
海外事業本部では、海外事業の全体最適化に向けて、

まずグループ各社が単体での成果をあげることを目指
します。
グループ各社は、「対日向け販売」、「現地における
販売」、「第三国向け販売」の 3つの販売チャネル政策
を縦軸に、「自社商品」、「グループから提供を受ける商
品」、「OEM商品」の3つの商品政策を横軸に、それぞ
れのチャネルに適した商品の販売や、どのような商品
開発を進めるべきかをマトリクスで検証しながら、事業
戦略を構築していきます。
海外事業本部は、本部組織として、グループ各社

のガバナンス体制の構築を支援し、販売チャネルやそ
の商品政策などを検証し、各社の連携による効果を把
握するとともに、各社の業態と事業エリアの特性を 

はかりながら、グループ全体の相乗効果を高める役割
を担っていきます。

●豪州での取り組み
豪州では、牛肉の生産において「バーティカル・イン

テグレーションシステム」を構築しています。このシス 

テムは当社グループの大きな強みです。当社グループ
ではインテグレーションシステムの取り組みにおいて
フィードロットにて飼料となる穀物の配合や、飼育期間・
方法などをコントロールすることで、良質な肉質の大麦
牛をはじめとする特徴あるブランド牛肉を生産していま
す。各国の国民性や食文化などマーケットのニーズに応

じた牛肉を生産できる競争優位性を活かしながら、相場に 

影響されないビジネスモデルの構築を目指していきます。

●米国での取り組み
米国では、デイリーフーズ社が「クレイジー・クイジー

ン」「デイリー・プライド」の2つのブランドでの冷凍食
品の製造販売を行っています。今後は、アイテム数の
増加、製造数量の拡大を図るとともに、供給エリアの 

拡大を目指します。また、フードサービス向けに展開し
ているローカルセールス事業部門では、営業拠点の拡充
とグループ機能を活用して高級鮮魚、和牛などの調達
ルートを充実し、マーケットの拡大を図ります。　

●アジアでの取り組み
アジアでは、タイ、ベトナム、マレーシアではハム・

ソーセージ、加工食品の製造・販売を展開しています。
今後は、現地での製造販売をさらに強化するとともに、
各社の特徴を活かした第三国への輸出の拡大を図り、
全世界に向けた当社グループの製造拠点としての発展
も視野に入れています。

●欧州での取り組み
欧州では、当社グループの商品やOEM商品の販売を
行っていますが、今後は、市場規模やニーズを見極め、
製造拠点の構築も検討していきます。販売拠点に加え
製造拠点を持つことで、食品メーカーとして、欧州市
場での存在感を高めていきます。
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