
代表取締役社長

変革を加速し、
次の成長ステージに向かう
1年にします。
　ニッポンハムグループは、「世界で一番の食べる喜びをお届けする会社」を目指して、
変革による骨太なビジネスモデルの構築に挑戦してきました。新中期経営計画パート5

の2年目となる2017年3月期は、営業利益が過去最高を達成したものの、売上高の拡大に
課題を残すこととなりました。今後も、次の成長ステージに向かって改革を加速するとと
もに、継続的な成長を実現するための取り組みを強化していきます。

ROE

キャッシュ・フローの状況

ステークホルダーの皆様へ

5 .6％
2013年 3月期

設備投資額

981 億円
海外事業設備

64 億円
（主にアジア・豪州）

ファーム・処理設備

198 億円

2013年～2015年  
新中期経営計画パート4

営業活動による 
キャッシュ・フロー
投資活動による 
キャッシュ・フロー
財務活動による 
キャッシュ・フロー
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設備投資計画の進捗状況

キャッシュ・フローの状況

8 .0％
2014年 3月期

9 .2％
2017年 3月期

6 .1％
2016年 3月期

9 .2％
2015年 3月期

設備投資額

1 ,470 億円
（パート4差＋489億円）

海外事業設備

64 億円
（主にアジア・豪州）

ファーム・処理設備

198 億円

海外事業設備

247 億円
ファーム・処理設備

280 億円

加工事業本部

食肉事業本部

関連企業本部

2016年～2018年  
新中期経営計画パート5 テーマ：変革による骨太なビジネスモデルの構築2013年～2015年  

新中期経営計画パート4

新中期経営計画パート4
3年間累計

1,000億円

△809億円
△375億円

191億円

新中期経営計画パート5
3年間累計（計画）

1,700億円

△1,533億円

△171億円

164億円

114億円   その他設備

2
1 国内事業の持続的な
収益力強化

海外売上高の
早期拡大

豪州事業

米州事業

アジア・欧州事業

生産設備   585億円
販売設備   244億円

ファーム・処理設備   280億円

247億円   海外事業設備

成長戦略のための
積極投資

豪州事業が堅調に
推移し、過去最高の
ROEを達成

豪州事業の
急激な落ち込みにより
利益が減少

フリー・
キャッシュフロー

フリー・
キャッシュフロー

新中期経営計画パート 5の経営戦略

1 国内事業の 
持続的な収益力 
強化

2 海外売上高の 
早期拡大

4 グループ横断型
コーポレート機能
の強化

3 戦略的 
ブランディングの
推進

8 .0％以上
2018年 3月期目標
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2017年3月期の概況
2017年3月期は、売上高1兆2,023億円、営業利益538億円の減収増益

　ニッポンハムグループは、2015年4月「変革による骨太なビジネスモデルの構築」をテーマに、

「新中期経営計画パート5（2016年3月期～2018年3月期）」をスタートさせました。

　2年目となる2017年3月期においても、さまざまな外部環境の変化がありました。日本国内

では、経済回復が緩やかに進んでいるものの、人口減による労働力の不足や市場の縮小が見ら

れ、消費は依然として活発とは言えない状況です。食の安全・安心に対する消費者の関心も、よ

りシビアなものになっています。また、世界的には、新興国の人口増加や気候変動によって、食

肉の需給バランスが大きな影響を受け、さらに経済連携の動向などによって、貿易環境が大きく

変化することも予測されます。

　こうした環境の中、2017年3月期の当社グループの売上高は1兆2,023億円（前期比270億

円減）、営業利益は538億円（同46億円増）の減収増益となりました。営業利益については、食

肉事業の牽引により過去最高益となり、2018年3月期の営業利益目標520億円を1年前倒し

で達成しました。一方、国内・海外ともに売上高の拡大が課題となりました。

新中期経営計画パート5の進捗状況と今後の取り組み
　新中期経営計画パート5は今期（2018年3月期）最終年度を迎え、経営戦略である「国内事

業の持続的な収益力強化」「海外売上高の早期拡大」を中心に、引き続き取り組みを推進してい

きます。また、3年間の累計1,470億円の設備投資を実行し「インテグレーションシステムの深

化」を進め、次なる成長へつなげていきます。

新中期経営計画パート5の進捗

営業利益推移
600

500

550

450

400

15/3 16/3 17/3 18/3

478 492

538
560

410

460

520

350

（億円）

売上高 12,000 12,293 12,023 12,500

営業利益 478 492 538 560

営業利益率（％） 4.0％ 4.0％ 4.5％ 4.5％
当期純利益 310 218 350 370

ROE（％） 9.2％ 6.1％ 9.2％ 目標8％以上

（億円）

（計画）

実績と見通し

中計当初計画
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国内事業の持続的な収益力強化

　当社グループは国内事業として、ハム・ソーセージ、加工食品などを扱う「加工事業本部」、牛

肉・豚肉・鶏肉の「食肉事業本部」、水産・乳製品の「関連企業本部」を展開しています。

　加工事業本部では、製造・販売一体となった収益力向上に向けて、ハム・ソーセージ生産体

制の最適化と、成長分野である冷凍食品の強化を進めていきます。生産体制の最適化について

は、2016年10月の日本ハムファクトリー（株）兵庫工場の竣工とともに、12月には加古川市の

旧兵庫工場の稼働を停止し、兵庫・茨城両工場を中心に売上好調な「シャウエッセン®」などの

大型商品を集中生産できる体制を整備しました。また、2017年2月に発売した「豊潤®あらび

きポークウインナー」の売上も伸長しており、生産量拡大に向けて静岡工場に一貫生産ラインを

新設します。冷凍食品に関しては、2017年4月1日付で、日本ハムデリニューズ（株）を「日本ハ

ム冷凍食品（株）」に名称変更し、2017年3月期の売上高148億円を4年後に300億円を目指

すとともに、将来的には専用工場の設立も検討していきます。

　食肉事業本部では、ニッポンフードグループの強力な販売力を背景に国産鶏肉「桜姫®」、国

産豚肉「麦小町®」などのブランド食肉を中心に販売を拡大していきます。長期的な生産・調達

力の拡充に向けて、今後も川上事業である豚・鶏の農場・処理設備への積極的な投資を継続し

ます。また、牛肉に関しては、海外の有力パッカーTYSON社との戦略的パートナーシップのも

と、米国産牛肉「ANGUS Valley」を立ち上げました。赤身と脂のバランスがとれた日本人好み

の肉質を活かし、年間販売量8,000トンを目標に量販店のみならず外食産業へのアプローチに

注力していきます。

連結売上合計（品種別売上高）

加工食品  　　2 ,289億円

牛肉 2 ,672億円

豚肉  2 ,216億円

その他食肉  259億円

鶏肉 1 ,591億円

水産物 916億円

乳製品  334億円

2017年 3月期
連結売上合計

12 ,023
億円

その他  　　331億円

ハム・ソーセージ  　　1 ,414億円   
11 .8%

19 .0%

22 .2%18 .4%

13 .2%

7.6%
2.8
%

2.8
%

2.2
%
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　関連企業本部では、はっ酵乳、乳酸菌飲料を扱う日本ルナ（株）において、ロングセラーである

「バニラヨーグルト」をはじめ、植物性乳酸菌HSK201使用の飲料「ときめきカフェ」スムージー

などが売上拡大に貢献しました。市場が伸長するヨーグルトの生産拡大に向けて、2019年に高

崎工場が稼働を開始する予定です。また、水産品については、自社製造商品比率を高めることで

収益力強化につなげていきます。

海外売上高の早期拡大

　当社グループは、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、その具現化に向けて2016年4月、海外事業本部を設立しました。2017年3月期では、米国

養豚子会社であるテキサスファームの売却など不採算事業からの撤退を進める一方、今期は、ウル

グアイの牛肉処理・販売大手Breeders ＆ Packers Uruguay S.A.（BPU社）の買収など、新た

「グローバル企業への加速」に向けて、
海外各国で国や地域の特性に合わせた
地域密着型の事業を展開する  
「スモールニッポンハム」を創出して
いきます。

英国

中国

タイ
香港

オーストラリア

韓国

カナダ

チリ

USA

メキシコ

ブラジル

台湾

フィリピン

マレーシア

ドイツ

トルコ

ベトナム

シンガポール

ウルグアイ  ※

世界に広がる事業拠点

• 2017年4月時点
• 預託・委託、持分法適用会社含む
• 国名は駐在事務所含む
※ ウルグアイBPU社は6月1日より
連結対象のため拠点数には含まれ
ておりません

 拠点数 日本 海外

農場  555カ所  374カ所  181カ所
工場  95カ所  72カ所  23カ所
物流・営業等   342カ所  304カ所  38カ所
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な収益源を確保するための事業基盤の拡充を目指します。BPU社に関しては、豪州事業で飼育か

ら販売まで長年培ってきたノウハウを共有することでシナジー効果を発揮し、グループとしてグロー

バルマーケットでの存在感を高めていきます。豪州事業では、気候変動により牛生体価格の高値

が続いたため厳しい状況が続きましたが、グラスフェッドビーフから相場の影響を受けにくいグレ

インフェッドビーフにシフトし、ブランド牛の比率を高めることで、事業の安定化を図っています。

　今後は、海外展開するグループ会社において国や地域の特性に合わせた地域密着型の事業を

展開する「スモールニッポンハム」を創出し現地販売強化につなげます。東南アジアでは食肉のイ

ンテグレーションシステム、加工事業、販売を強化し、北米では冷凍食品などの加工食品需要の

増加に対応するため、デイリーフーズ社の第2工場を新設（2018年9月稼働予定）し、製造・販

売体制を拡大します。欧州では加工食品に健康志向を加味した商品の製造・販売を展開します。

　なお、海外事業の「見える化」に伴う事業の見直しを進めた結果、新中計パート5の目標である

「海外売上高比率15％以上」の達成は厳しい状況です。今後に向けて、まずは収益の伴った事業

拡大を着実に進め、最適な体制を目指していきます。

インテグレーションシステムの深化

　当社グループは、国内外に牛・豚・鶏の農場を持ち、生産・飼育から処理・加工・物流・販売ま

でを一貫して行う「インテグレーションシステム」によって食肉のバリューチェーンを構築しており、

これは当社グループの大きな強みであると自負しています。これまでも、インテグレーションシス

テムの拡充に向けた取り組みを加速してきましたが、今後は生産・加工・物流といった各工程間

の未対応分野を開拓することで収益につなげるとともに、顧客への安定供給体制を強化します。

海外売上高・海外売上高比率

（%）（億円）

アジア・欧州
米州
豪州

海外売上高比率

1,200

900

600

300

12

9

6

3

0

8.1%

9.5% 9.5%

7.6%

0 14/3

899

15/3

1,136

16/3

1,163

17/3 18/3

916

計画
※外部顧客に対する売上高
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グループ連携の強化

　お客様に喜ばれる提案を行うには、加工食品や食肉、水産・乳製品といった単一の商品だけ

でなく、スーパーマーケットなどの食品売場を俯瞰し、総合食品メーカーとして提案が行えるこ

とが重要であり、そのためにもグループ連携は重要になります。当社グループでは、数多くの事

業本部横断型プロジェクトによりさまざまな情報共有が進み、営業担当者が担当外の食品分野

の動向を把握した結果、広い視野での顧客志向発想の提案ができるようになってきたと実感し

ています。

　また組織体制では、営業・物流拠点の統合によるグループ連携の強化にも取り組んでいます。

2017年3月期には、食肉事業の営業を担うフード会社と加工事業の物流拠点を相互活用する

ハイブリッド型拠点を岡山県に設置しました。また、地域に密着した販売を目指し、食肉販売を

担う全国のフード会社の既存拠点に加工事業の営業担当を配置し、加工・食肉が持っている営

業ルートを効率的に相互活用できる体制を展開しはじめました。これにより1店舗当たりの納

品量が増大するなどの効果が現れており、2018年3月期には新たに5～10拠点の設置を計画

しています。製造拠点においても、それぞれの得意先にきめ細かな提案を行い、実際に商品とし

てお届けするために、地域特性に合わせた生産体制の構築などを進めています。

　また、製造・販売の連携だけでなく、管理部門との連携を強化し、グループ全体の顧客管理をス

ピーディーに行うなどの業務改革にも取り組んでいきます。これによって、営業部門はそれぞれの

お客様をより頻繁に訪問できるようになり、コミュニケーションを強化することが可能になります。

　今後も、グループの財産を各社・各事業本部で相互活用することにより、総合食品メーカー

としての営業力を高めていきます。

持続可能な社会の実現に貢献する企業へ
　ニッポンハムグループが中長期的に成長を遂げるには、CSRの観点から働き手の減少や健康

志向の高まりといった社会的課題を施策に落とし込みながら、事業を通じて社会に貢献し、売

上と利益を創出していく必要があります。人材の確保と育成や、社会課題の解決に貢献するもの

づくりに向けて、CSRの観点からも取り組んでいきます。

人財の育成と事業の全体最適化に向けて

　私が2年間にわたって社長を務めた中で、社員の言動が変化してきたと感じています。特にこ

の1年は、国内・海外、事業本部間、製造と販売といった部門間など、企業体質の強化とグロー

バル化に向けて、さまざまな職位での人事異動を行い、チャレンジ精神旺盛な社員により多くの

チャンスを与えるようにしてきました。今後も、「明るく元気で夢を語り合う職場づくり」を通し

て、実績、人脈、人望、人徳を備えた人財の育成に努めていきます。
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　一方、人手不足という課題に対しては、人財を集めやすい場所に工場を移転させたり、それ

が難しい場合はオートメーション化を進めたりといった施策を講じていく必要があります。今後

は、人財、物流などさまざまな視点から、生産拠点や物流拠点の最適化を図っていきます。

世界の人々に「食べる喜び」をお届けする

　社会の課題解決に貢献し、世界の人々に「食べる喜び」をお届けすることが、当社グループの

使命です。私たちは、食物アレルギーでお悩みの方々に、家族と同じメニューを楽しんでいただ

きたいという願いを込めて、特定原材料（卵・乳・小麦・そば・落花生・えび・かに）を使用しな

い「みんなの食卓®」シリーズを開発・販売しています。また、グループ会社であるトルコの養鶏

会社、マレーシアの大手統合型養鶏会社との合弁会社では、ハラル認証に対応した食材も提供

しています。また、世界的に健康志向が高まる中、ヘルシーかつ、生産コストが比較的低いこと

から、今後の消費が拡大すると考えられる鶏肉事業については、事業提携やM＆Aなども視野

に入れてビジネスを拡大していきます。

ステークホルダーの皆様へ
　ニッポンハムグループの魅力をお伝えするには、当社グループが変化し続けていることを知っ

ていただくことが大事だと考えています。そのためにも、変革を推進し会社が変わっていくこと

を内外にしっかりとお伝えしていきます。そして、当社グループがお客様や社会に対して魅力的

な提案を行うことで、ニッポンハムブランドの存在意義を高めていきたいと思います。

　新中期経営計画パート5の最終年度としてニッポンハムグループは「変革による骨太なビジネ

スモデルの構築」に向けて変革を加速させ、次なる成長ステージへ向かっていきます。仕上げの

年である2018年3月期も引き続きグループ全従業員が一丸となって取り組みます。目標達成に

は、今後もさまざまな変革や投資が必要になってきます。株主・投資家の皆様には、長期的な

視点でのご支援をお願いいたします。

世界の人々に「食べる喜び」を
お届けし、ニッポンハムブランドの
存在意義を高めます。
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