
生産飼育
●日本ホワイトファーム（株）
●インターファーム（株）
●ニッポンフィード（株）
●ワイアラビーフ（オーストラリア）
●テキサスファーム（アメリカ）

食肉の処理・加工
●日本フードパッカー（株）
●日本フードパッカー鹿児島（株）
●日本フードパッカー四国（株）
●日本ピュアフード（株）
●オーキービーフエキスポート（オーストラリア）
●ウィンガムビーフエキスポート（オーストラリア）
● T.B.S（オーストラリア）
●エゲタブ（トルコ）

食肉の販売
● 東日本フード（株）
●関東日本フード（株）
●中日本フード（株）
●西日本フード（株）
●オーストラリア日本ハム（オーストラリア）
●ビーフプロデューサーズオーストラリア（オーストラリア）
●オーストラリアンプレミアムブランド（アメリカ）
●デイリーフーズ（アメリカ）
●日邦食品（上海）有限公司（中国）
●日邦食品（香港）有限公司（中国）
● NHフーズ・ブラジル（ブラジル）

ハム・ソーセージの製造・販売
●日本ハムファクトリー（株）
●日本ハム北海道ファクトリー（株）
●東北日本ハム（株）
●協同食品（株）
●（株）ジャバス
●南日本ハム（株）
●（株）函館カール・レイモン
●（株）鎌倉ハム富岡商会
●高松ハム（株）
● NHフーズ・ベトナム（ベトナム）
●レドンド（アメリカ）
●天津龍泰食品有限公司（中国）

加工食品の製造
●日本ハム食品（株）
●日本ハム惣菜（株）
● NHフーズ・メキシカーナ（メキシコ）
●山東日龍食品有限公司（中国）
●タイ日本フーズ（タイ）
● NHフーズ・マレーシア（マレーシア）

ハム・ソーセージ、加工食品の販売
●日本ハム北海道販売（株）
●日本ハム東販売（株）
●日本ハム西販売（株）
●日本ハムカスタマー・コミュニケーション（株）

水産加工品の製造・販売
●マリンフーズ（株）
●（株）宝幸

発酵乳・乳製品（チーズ）の製造・販売
●日本ルナ（株）
●（株）宝幸（ロルフ事業部）

天然系調味料の製造・販売
●日本ピュアフード（株）

フリーズドライ・冷凍食品の製造・販売
●日本ハムデリニューズ（株）
●（株）宝幸

スポーツ
●（株）北海道日本ハムファイターズ
●大阪サッカークラブ（株）セレッソ大阪（関連会社）

IT関連・サービス・その他
●日本ハムビジネスエキスパート（株）
●日本ハムライフサービス（株）
●日本ハムキャリアコンサルティング（株）
●日本ハム設計（株）

物流および商社
●日本チルド物流（株）
●日本物流センター（株）
●日本デイリーネット（株）
●日本ルートサービス（株）
●ジャパンフード（株）
●チリ日本ハム（チリ）
●シンガポール日本ハム（シンガポール）
●タイ日本ハム（タイ）
●台湾日本ハム（台湾）
●英国日本ハム（イギリス）

●日本ハム（株）

主なグループ会社
（2016年6月30日現在）
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会社概要
商号 日本ハム株式会社

設立 昭和24年5月30日

資本金 241億66百万円

代表取締役社長 末澤 壽一

従業員数
（2016年3月31日現在）

連結　29,404名
単体　2,358名　※平均臨時雇用者数含む

事業概要
・食肉加工品（ハム・ソーセージなど）および調理食品の製造・販売
・食肉の生産・処理・販売
・水産物および乳製品の製造・販売

郵便番号 〒530-0001

本社住所 大阪市北区梅田2‒4‒9
電話番号 06‒7525‒3026

株価の推移

株式の概況（2016年3月31日現在）

発行可能株式総数 570,000,000株

発行済株式総数 204,000,000株

株主数 10,816名

■ 大株主（10位以上）
株主名

所有株数
（千株）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 22,093

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 15,908

株式会社百十四銀行 7,537

明治安田生命保険相互会社 7,354

農林中央金庫 5,926

日本生命保険相互会社 5,570

株式会社三菱東京UFJ銀行 5,494

株式会社三井住友銀行 4,650

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 3,493

共栄火災海上保険株式会社 3,226
注）上記のほか、当社所有の自己株式295千株があります。

■ 所有者別の状況
金融機関 114,330千株 （91名）

外国法人等 54,687千株 （480名）

個人・その他 16,750千株 （9,887名）

自己株式 295千株 （1名）
その他の法人 9,907千株 （324名）

金融商品取引業者 8,029千株 （33名）

■ 所有株数の状況
1千株未満 245千株 （1,684名）

1千株以上 12,165千株 （8,606名）

1万株以上 11,807千株 （356名）

10万株以上 38,182千株 （127名）

100万株以上 71,715千株 （36名）

500万株以上 69,884千株 （7名）

3,500

15/3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 316/1

3,000

2,500

7,500,000

0

15,000,0002,000

0

1,500

株価（円） 出来高（株）

会社概要 ･株式情報
（2016年4月1日現在）
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1942年
3月 創業者大社義規が徳島市寺島本町に

徳島食肉加工場を創設
1951年
12月 徳島ハム（株）に組織変更

1952年
1月 大阪出張所を大阪支店に昇格

年内に、神戸・岡山・高松に
各出張所を開設

1956年
5月 大阪工場を開設

1961年
10月 大阪証券取引所市場第二部に上場

1962年
2月 東京証券取引所市場第二部に上場

1963年
8月 鳥清ハム（株）と合併し、

商号を日本ハム（株）と変更
1967年

2月 北海ミート（株）（現日本フードパッカー
（株）道東工場）設立

12月 大阪・東京両証券取引所市場第一部に
上場

1968年
3月 日本ブロイラー（株）を共同出資で

設立し、ファーム事業に参入
1969年

9月 奥様重役制度を導入
1973年
11月 日本ハム球団（株）を設立

1977年
3月 仙台フード（株）（現東日本フード（株））を

設立し、食肉販売体制の構築を開始
3月 アメリカ、ロサンゼルスの

デイリーミーツ社（現デイリーフーズ）
を買収、海外事業展開スタート

5月 八雲ファーム（株）（現インターファーム
（株）道南事業所）設立

1978年
1月 オーストラリア・シドニーにオーストラリ

ア日本ハムを設立
1979年

4月 日本ハム食品（株）を設立し、
加工食品部門に本格進出

1981年
7月 マリンフーズ（株）の事業を継承し、

水産加工部門に進出
1984年

1月 中央研究所開設
3月 フリーズドライ食品事業に進出

1986年　
4月 企業理念を制定

1988年
7月 ワイアラ牧場（オーストラリア）を

買収し、海外における飼育から処理、
加工、販売までの一貫体制を構築

1992年
7月 関西ルナ（株）（現日本ルナ（株））の

事業を継承し、乳酸菌飲料事業に進出
1993年
12月 大阪サッカークラブ（株）

「セレッソ大阪」の設立・運営に参画
1995年

2月 アメリカ・テキサス州にテキサス
ファームを設立、米国で養豚事業開始

3月 日本ピュアフード（株）を設立し、
天然系調味料事業を強化

1998年
8月 環境憲章を制定

1999年
11月 小野工場（現日本ハムファクトリー（株）

小野工場）が業界初のISO14001認証
を取得

2003年
4月 新中期経営計画パート1がスタート

新生ニッポンハムグループがスタート
7月 宝幸水産（株）（現（株）宝幸）の株式を

取得し、水産・乳製品事業を強化
8月（株）北海道日本ハムファイターズ

設立
2005年

1月 グループブランド制定
2010年

1月 ハム・ソーセージでCO2の見える化の
取り組みをスタート

2011年
6月 ベトナムに日本ゴールデンピッグ
（現NHフーズ・ベトナム）を設立

2014年
4月 グループブランドおよびコーポレート
ブランドロゴ変更

2015年
4月 エゲタブ（トルコ）の株式を取得し、

海外事業を強化
2016年

5月 NHフーズ・マレーシア設立

（2016年6月30日現在）

沿革

ワイアラ牧場（オース
トラリア）を買収

関西ルナ（株）
（現日本ルナ（株））の
事業を継承

小野工場が業界初の
ISO14001認証を取得

テキサスファームを設立

神戸・岡山・高松に
各出張所を開設

大阪証券取引所
市場第二部に上場

徳島ハムと鳥清ハムの
合併調印式にて

お客様の声を商品開発
に反映させることを目的
とした奥様重役制度を
導入

マリンフーズ（株）の
事業を継承
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