
ステークホルダーから強く支持される
ニッポンハムグループを目指して、
グループ事業構造改革を推進します。
　ニッポンハムグループでは、2017年 4月より「グループ事業構造改革」を
スタートさせました。現在、グループを取り巻く経営課題・事業課題が山
積しており、さまざまな改革が求められています。その解決に向け、着手
している改革に対してはさらなる後押しを、未着手項目へは積極的な支援
を行い、そのスピードを上げて高い成果を目指します。その推進役、いわ
ば特命担当として、現場に立脚した議論の下、筋肉質で強固な企業体質へ
と変身させ、そして、社会課題とリンクしたCSRの取り組みを強化すること
で、ステークホルダーから強く支持され持続的成長を可能とするグループ
へと変革を推進してまいります。

副社長メッセージ

代表取締役副社長

グループ事業構造改革3つの目標
　私は、2017年4月にグループ事業構造改革担当に就任し

ました。ニッポンハムグループを取り巻くさまざまな課題解

決に優先順位を付け、現状の進捗を加味しながらスピードを

上げ、より高い成果を求めるとともに、その精度を高めたいと

考えています。グループ事業構造改革の目標は、3つありま

す。1つ目は「企業理念」を追求し、社会や従業員に対する責

任を果たすことです。2つ目は、ステークホルダーから強く支

持され、持続的成長を可能とすることです。現在のお客様は

もちろん、将来のお客様やステークホルダーも含めて、ニッ

ポンハムグループのファンを作っていきたいと考えています。

そして3つ目は、このような取り組みを通じて、企業価値を増

大させることです。

社会課題とリンクした取り組みで体質を強化
　ニッポンハムグループにはさまざまな課題があり、その多

くは社会課題とリンクしています。重要な課題を特定し、担当

部門と一体となって解決を図ることで、持続的成長に向けた

チャンスに変えていくことができると考えています。しかし、

その課題は日々変化しており、その状況に合わせて優先順位

を入れ替え、柔軟に対応していきます。

技術の継承と開発による持続的成長
　ベテラン社員のリタイアによって、多くの日本企業では、技

術の継承に対する危機感が高まっています。当社グループも

例外ではありません。メーカーとして持続的に成長していく

ためには、作る技術はもちろん、品質保証や生産など、さま

ざまな技術を継承していく必要があります。そのためには、

試案の段階ではありますが、マニュアル化とともに組織とし

て技術を直接継承することができるシステムが必要です。例
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ニッポンハムグループに山積する主な課題グループ事業構造改革の目標

えば高い技術を持つOB・OGやベテラン社員を講師として、

ハム・ソーセージを作るマイスターの技術から、飼料を変え

ると肉質がどう変わるのかといった食肉を作る技術に至るま

で、若い社員が身をもって習得し、受け継いだ技術を進化さ

せることで技術開発レベルの維持・発展へつなげることが可

能になります。また、国内だけでなく海外からも選抜した人

財に受講させ、高度な技術を身に付けることで、世界中の事

業拠点で「食べる喜び」を提供できる体制を整え各国の食文

化の向上に寄与できるものと考えています。

多様な従業員が生き生きと活躍できる職場環境
作り

　国内では人口減少により、人財の確保が難しくなることが予

測されています。当社グループが、従業員の幸せと生き甲斐を

求める場として存在するには、子育てをしている方、介護をし

ている方など、多様な従業員が生き生きと活躍できる職場環

境や、新しい働き方を作る必要があると考えています。人財の

確保に向けた働き方改革と同時に、人手不足に対応するため

の省人化や自動化の推進も重要な取り組みになっていきます。

企業市民としてのCSR活動の推進
　ニッポンハムグループが、社会から期待される企業になる

には、ステークホルダーから支持される必要があります。私

たちの考えるステークホルダーには、全国に展開する事業所

周辺地域にお住まいの方々や、日頃当社グループをあまり気

にされていない消費者の方々も含まれています。また、当社

グループが商品をお届けできていない世界中の方々も、事業

を拡大していくことによって、いつかはステークホルダーに

1. わが社は、「食べる喜び」を基本の
テーマとし、時代を画する文化を
創造し、社会に貢献する。

2. わが社は、従業員が真の幸せと生
き甲斐を求める場として存在する。

重要な課題から担当部門と一緒に解決策を検討

ワークシェア経営課題

技術の開発と伝承事業課題

強い組織

M＆A
（アライアンス）設備投資

働き方改革

物流イノベーションアレルゲン
コンタミネーション防止

人財育成・人財確保

海外製造・販売

ダイバーシティ

インテグレーションの
深化

労働時間

グループ営業強化

女性活躍推進

スポーツ事業

CSR

チャネル開発

風土改革

グループマーチャン
ダイジング

1.  『企業理念』を達成させること

2. ニッポンハムグループがステーク 
ホルダーから強く支持され、持続的
成長を可能とすること

3. 企業価値を増大させること

なります。このように視点を広げていくと、地球環境も含め

て、取り組みを拡大していく必要があることがわかってきま

す。当社グループは、ステークホルダーとの対話と連携を大

切に、長期的な視点を持ってCSR活動を展開していきます。

水産事業・乳製品事業の存在感を高めていく
　ニッポンハムグループは、「加工事業」「食肉事業」に続く柱

として「水産・乳製品事業」の進展を目指しています。管轄す

る「関連企業本部」は、寿司種や水産珍味などの水産加工品

事業、ヨーグルトやチーズなどの乳製品事業を展開し、年間

売上規模で1,590億円の事業体へ成長しました。今後これ

らの事業がグループ内外で存在感を持ち、ステークホルダー

から強く認識いただくことも必要になります。例えば、事業ご

とに組織を組み直すことで相乗効果が発揮できれば、さらな

る規模拡大が可能になり、「水産・乳製品事業」としてより強

く事業を展開できるのではないかと考えています。きらりと

光る会社を目指し、きめ細かなマーケティングと商品開発を

行いながら、将来的には国内シェア3位以内を目標に事業拡

大を図っていきます。

現場・現物・現実の三現主義で構造改革を推進
　課題の発見と改革の推進には、スピードが重要になります。

私は、1人で動けるというフットワークの良さを武器に、現

場・現物・現実の三現主義で国内外の課題を発見し、担当部

門と課題を共有するとともに、社長をはじめとする経営陣と

情報を共有しながら解決に向けた施策を講じていきます。事

業構造改革を通じて、ステークホルダーに納得いただける活

動や商品開発につなげていきたいと考えています。
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成長力・収益性を高めるための  
事業戦略および財務・資本戦略に加え、
CSRを戦略的に進め、 
長期的な競争優位性を高めます。
　新中期経営計画パート5最終年度にあたり、成長力と収益性を高めるた
めの積極投資を継続実施します。また、グループ横断的な戦略を進め、そ
の相乗効果を最大化します。財務・資本戦略については、資本効率の向上
と加重平均資本コスト（WACC）の低減を目指します。さらにはステークホル
ダーの皆様との対話を大切にしながら、戦略的にCSRを推進し持続可能な
社会の構築に貢献します。これらの戦略を有機的に結びつけ、進めること
が長期的な競争優位性につながると考えています。

副社長メッセージ

代表取締役副社長

新中期経営計画パート5における 
財務目標進捗状況

　2017年3月期の売上高は、米国養豚子会社の売却など不

採算事業を整理したこともあり、新中期経営計画パート5策

定時の計画を677億円下回る1兆2,023億円となりました。

一方、営業利益は、国内事業が堅調に推移したことから、計

画を78億円上回る538億円、営業利益率は計画を0.9ポイ

ント上回る4.5％となりました。税金等調整前当期純利益は

491億円（計画策定時420億円）、当社株主に帰属する当期

純利益は、350億円（計画策定時290億円）と、いずれも過

去最高益となりました。ROEは前期末より3.1ポイント上昇

の9.2％、新中計パート5から経営指標に加えたROIC（投

下資本税引後営業利益率）は前期末より0.5ポイント改善し

7.0％となり、効率性も高まりました。営業キャッシュ・フ

ローは、当期純利益の増益や棚卸資産の適正化等により前

期比127億円増加の653億円、フリー・キャッシュフロー

は、前期比236億円増加の270億円となりました。 

　新中期経営計画パート5最終年度となる2018年3月期の

売上高は、1兆2,500億円（計画差500億円減）、営業利益は

560億円（計画差40億円増）、営業利益率4.5％（計画差0.5

ポイント増）、税金等調整前当期純利益510億円（計画差10億

円増）、当社株主に帰属する当期純利益370億円（計画差40

億円増）を目指します。また、ROEは8.9％（計画8％以上）、

ROICは6.9％（計画6％以上）、3カ年累計のフリー・キャッ

シュフローは164億円（計画120億円）を予測しています。

　2017年3月期の配当については、連結業績に応じた利益

配分を基本に、連結配当性向30％を目安とした方針に基づ

き、連結財務状況や連結業績等を総合的に勘案し、1株当た

り19円増配の52円としました。今後も、安定的かつ継続的

な配当成長を目指すとともに、自己株式取得については、1株

※CSRの取り組みに関しては、44ページをご覧ください。
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新中期経営計画パート5
3カ年累計
当初計画

2016年
3月期
実績

2017年
3月期
実績

2018年
3月期
見込

3カ年 
累計
計画差

生産設備 501 171 169 245 +84

販売・物流設備 166 35 124 85 +78

ファーム・処理設備 360 77 78 124 △80

海外事業設備 309 41 36 170 △62

その他設備 134 44 30 40 △20

総計 1,470 368 438 664 0

新中期経営計画パート5設備投資計画
（億円）

当たりの株主価値の向上を目的として、成長への投資や財務

体質を勘案しながら機動的に実施していきます。

設備投資で事業領域の拡大と持続的な 
収益力強化を目指す

　2017年3月期の設備投資実績は438億円、2018年3月期

の予定額は664億円、新中計パート5の設備投資3カ年累計

額は計画どおりの1,470億円の見込みです。設備投資内訳及

び計画差は下表のとおりです。食品企業として、高次元の品

質No. 1経営を実現するため、生産設備は計画より増額とな

る予定です。ファーム・処理設備および海外事業設備について

も、引き続き成長戦略のための積極的な設備投資を行います。

投下資本効率を高めるため、将来を見据えたインフラの再構

築、最適生産体制の確立など、選択と集中を進めます。また、

定量・定性情報に基づく投資意思決定の精度を高めるととも

に、投資回収を確実に行うためのレビューも実施します。

投下資本効率を追求し収益性・効率性を高める

　ニッポンハムグループはキャッシュ・フロー創出力の向上

に加え、投資家（株主、債権者等）の期待収益率である加重

平均資本コストを超えるROE、すなわちエクイティスプレッ

ドを最大化させることが企業価値を向上させ、株主重視の経

営につながると考えています。ROEのさらなる向上策を、事

業戦略に具体的に落とし込むため、ROICを重要な経営指標

に加えるとともに、役員評価指標にも組み入れています。

ROICの推移およびその構成要素は、下表のとおりです。

2017年3月期、営業利益率は上昇しましたが、売上の減少

により、投下資本回転率が2.26回と対前期比0.18ポイント

低下したことは大きな課題と考えています。投下資本は

5,467億円と前期末より307億円増加する中、重要な管理

項目としている棚卸資産残高は1,327億円と前期末より8億

円減少、棚卸資産回転日数は前期並みの40.4日となりまし

た。最適な生産体制、物流体制の構築等により、投下資本に

対する収益性・効率性を高めます。成長戦略に伴い投下資本

が増大する傾向にありますが、引き続き、資本効率を追求し

た経営を進めます。

転換社債の一部転換について

　2017年3月、ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債

（2018年9月26日満期、額面金額300億円）に対して、転換

請求が一部（2017年3月末時点：転換率52.8％、転換請求

額158億円）ありました。転換による株式の希薄化率は

3.38％、当該社債の額面残高は142億円となりました。当

該社債には希薄化を抑制するための転換制限条項（一定期

間転換価額の120％を超えることおよび元本部分の現金決

済条項）をつけています。

　2017年3月期の有利子負債・株主資本比率（D／Eレシ

オ）は、転換の影響もあり0.34となりました。当社では、資

本市場からの期待収益率を含む加重平均資本コスト

（WACC）を低減する最適な有利子負債・株主資本比率は、

0.4程度と分析しています。成長戦略を推進しつつ、資本効

率を向上させるための財務・資本戦略を進めます。

ROIC＝投下資本利益率（Return On Invested Capital）

投下資本（運転資金＋設備資金）税引後営業利益率

ROIC
投下資本
利益率

売上高

投下資本

営業利益

売上高
税引後

1-税率売上高
営業利益率

投下資本
回転率

2016年3月期実績

6.5％ 4.0％2.44（回） 0.67

2017年3月期実績

7.0％ 4.5％2.26（回） 0.69

2018年3月期計画

6.9％ 4.5％2.23（回） 0.69
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