
● 長年にわたり築き上げた 
バーティカル・インテグレーションシステム

● インテグレーションがもたらす高品質のブランド食肉の展開
● 各事業本部間のシナジー
 ・多領域の食を連携させた商品開発
 ・各事業本部が有する商品開発力、食への知見、商流等のアセット相互活用

● 各畜種で取り扱い国内シェアNo.1の販売力
● カテゴリーNo.1 商品を生み出す商品開発力

● 妥協せず美味しさを追求するDNA 

●国際標準に準拠した品質保証体制：
 SQF認証 25事業所
 FSSC22000認証 12事業所
● 品質を支える人員：
 品質保証担当者 国内788名／海外226名
●1969年導入の奥様重役会に代表される消費者とのつながり

コア
コンピタンス

ビジネス 
モデル

価値創造
を支える
基盤

バーティカル・インテグレーションシステム

生産・飼育

調達

荷受・物流製造処理・加工 マーケティング・
販売

量販店・
外食店

社会の課題に向き合いながら食べる喜び をお届けするニッポンハムグループ
～価値創造プロセス～

ニッポンハムグループ

食を取り巻くメガトレンド

当社グループは、バーティカル・インテグレーションシステムを構築するな
ど、独自の強みを築き上げることで、持続的な成長を果たしてきました。今後
も、「中期経営計画2020」のもと、社会の課題と向き合いながら食べる喜び
をお届けすることで、世界の人々の生活を支える存在となることを目指して
いきます。

● 世界人口の増加に伴う 
食糧需給バランスの変動

● 食肉の世界消費量増加へ
の対応

● 国内高齢化の進行

● 国内畜産農家数の減少

● 日本の食料自給率の低下

● ライフスタイルの変化

● 国内食物アレルギー患者の 
増加

● 食の安全・安心に関する 
問題

詳しくはP.32
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未来につなげる仕組み作り

● 既存事業の効率化による収益力の強化
● 消費者との対話を通じた価値の創造
● 食の未来の構想／実現のための技術力強化・育成
● 海外市場展開のギア・チェンジ
● 持続可能性（サステナビリティ）の追求

テーマ

経営戦略

売上高 1兆4,100億円

営業利益 560億円

営業利益率 4.0％　

当期利益 350億円

2021年3月期数値目標

CSRの5つの重要課題と主に関連するSDGs

中期経営計画2020

創出する社会価値

安全・安心な食品づくり

食とスポーツで心と体の元気を応援

従業員が生き生きと活躍できる職場

将来世代の食の確保

地球環境の保全

社会の課題に向き合いながら食べる喜び をお届けするニッポンハムグループ
～価値創造プロセス～

● 国内畜産業の振興

●安全・安心な食品の提供

● 時短調理が可能な利便性
の高い加工食品の提供

● 健康に配慮した 
製品ラインアップの拡充

● アレルギーフリー食品の 
提供

詳しくはP.20
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世界の食肉（牛・豚・鶏）消費予測

出典：農林水産省「2027年における 
世界の食料需給見通し」

2014-16年平均

269百万トン

2027年

319百万トン1
　世界の総人口は2040年に90億人を超え、これを養うには食料生
産を2000年比で1.55倍に引き上げる必要があると考えられていま
す。日本は世界第1位の食料輸入国であり、畜産農家数が大幅に減少し
ていることからも、食肉の安定供給は大きな課題になっています。

世界の食料需要の増加と、
国内畜産農家の減少に対応します。
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国内豚年間出荷量

約62万頭
 
ワイアラビーフ年間出荷量

約14万頭
 
国内鶏年間出荷量

約7,100万羽

バーティカル・インテグレーションシステムで
付加価値の高い食肉を安定供給
　日本では高齢化の進行とともに高年齢層の食肉購入が増加しており、食

肉消費は今後も増加傾向で推移する見込みです。当社グループは、生産飼育

から処理・加工、物流、販売までのサプライチェーンをカバーするバーティ

カル・インテグレーションシステムを構築し、安全・安心で高品質な食肉を

お届けしています。国内の食肉生産量は、肥育農家1戸当たりの規模は拡大

していますが、飼養戸数は減少傾向にあり、BSE、鳥インフルエンザ、口蹄

疫、豚流行性下痢（PED）など家畜の疾病リスクも考慮すれば、数量ベース

で大幅な増加は見込めないと想定されま

す。当社グループは、ファームや処理設備

への積極的な投資を行い、増産体制の構

築を加速していくことで、国内事業の競争

優位性を確立するとともに、日本の畜産分

野における食料自給率の維持・向上に貢

献していきます。

海外からの食肉調達の強化
　当社グループは食肉の安定供給に向けて、バーティカル・インテグレー

ションシステムの拡大とともに、海外の食肉生産・加工会社に積極的な投資

を行ってきました。日本国内では、健康志向の高まり、インバウンドの拡大

などによるハラル市場の拡大、価格訴求の観点などから鶏肉市場のさらな

る拡大が見込まれています。こういった市場変化に対応するため、2018年

1月には、国内で需要が高まるタイ産鶏肉加工品の安定供給に向けて、タイ

のパナス社への出資を実施しました。パナ

ス社は、養鶏から鶏肉の生産、加工品の製

造・販売までを手がけるインテグレーター

であり、処理羽数はタイで10位のポジショ

ンを占めています。今後もM＆Aや資本参

加により、食肉の安定供給に取り組んでい

きます。

（2018年3月期実績） （2018年3月期実績）（2018年3月期実績）
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　食品の安全・安心への意識が高まる中、食品事故の発生は企業存続
の危機にもつながりかねません。食品安全に対する要求が高まる中、
食品安全のためのマネジメントシステム構築が重要になります。

2 安全・安心な食品を 
お届けしています。

食品の自主回収件数（国内）

出典：独立行政法人農林水産消費安全 
技術センター（年度数値）

2003年

159件

2014年

1,014件
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お客様に安全な商品をお届けするために
　当社グループでは、安全な商品をお届けすることが社会的責任と考えてい

ます。そのために、安全審査・品質監査・安全検査の3つの機能を有機的に

連携させ、それに関わる人財を育成しています。

　安全を確保するためのシステムとして、グループ全社で取り組んでいます。

安全・安心のための国際認証の取得
　当社グループでは、国際標準の安全・安心の実現に向けて、2016年に品

質保証規程を見直すとともに、国際規格に則った食品安全マネジメントシス

テムの構築と認証取得を推進してきました。品質保証規程については、GFSI

（国際食品安全イニシアチブ）ガイダンスの最新バージョンに対応し、フード

ディフェンスや食品偽装などに関する要求事項も盛り込んだ内容としていま

す。また、外部認証については、食肉事業に携わるファームや生産工場は

SQF（食の安全・品質に関する国際規格）、加工食品工場はFSSC22000

（食品安全マネジメント規格）など、業態や取引先の要求に合わせて最適なマ

ネジメントシステムの構築と認証取得を行っています。

ニッポンハムグループ 
外部認証取得事業所数

151拠点

※ 詳しくは、HPをご覧ください。

       https://www.nipponham.co.jp/quality/system/WEB

※ 詳しくは、HPをご覧ください。

       https://www.nipponham.co.jp/quality/authentication/WEB

安全審査
発売前に原材料から商品までの 

安全性確認と
表示・規格の確認・審査

品質監査
商品が適切な環境で 
製造されているかの 
確認と評価

安全検査
商品や原材料に対する 

検査体制

人財育成
確かな品質をつくるための 

人財育成

（2018年3月末時点）

ニッポンハムグループ　統合報告書 2018 13



3
　ワーキングマザーの増加や男性の育児への参画、働き方改革の推進
などにより、家庭にさまざまな変化が起きています。時短や手軽さへ
のニーズが高まる中、食卓にも新しい「食べる喜び」が広がり始めてい
ます。

共働き・片働き世帯数

出典：内閣府男女共同参画局 
「男女共同参画白書（概要版）平成29年版」

1980年

614万世帯

1,114万世帯

2016年

1,129万世帯

664万世帯
共働き

片働き

ライフスタイルの多様化に
対応し、利便性の高い商品を
提供します。

ライフスタイル研究室を新設
　2018年4月、グループ内で消費者の理解を促進し、付加価値の高い商品やサー
ビスを提供するため、「ライフスタイル研究室」を新設しました。各事業本部の商
品開発部門と連携し、マーケットイン発想での商品開発を推進することで、社会の
変化に対応した提案を強化していきます。
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アイテム数  デリ商品※

180品目
 
アイテム数  ハム・ソーセージ※

130品目
※  業務用商品、プライベートブランド商品は除く（2018年3月末時点 国内生産ベース）

時短調理でプロの献立
「中華名菜®」
　「中華名菜」シリーズは、野菜をひとつ加

えるだけで、美味しくバランスの良い中華

料理を手早く仕上げられるチルド食品で

す。シェフの技法を再現した下ごしらえ済

みの具やソースが入っているので、肉を

切ったり揚げたりといった下準備が不要です。玉ねぎだけでできる酢豚や

エビチリ、キャベツだけでできる回鍋肉、白菜だけでできる八宝菜など、忙

しい日の夜にも手軽に本格中華が食べられる豊富なラインアップを用意し

ています。

本場の味を、使いやすいかたちで 
「アンティエ®」

　ソーセージの本場ヨーロッパでは、生の

状態からじっくり焼き上げて素材の味を楽

しむ焼きソーセージが人気です。日本の

ソーセージはあらかじめ加熱されているも

のが一般的ですが、アンティエは、本場の

美味しさを手軽に味わっていただけるよう、

「無塩せき」という製法でつくられています。使い勝手の良さを

追求し、少量でも使いやすい「小分けタイプ」でお届けしています。

おかずの一品に、おつまみに
「さば水煮」
　国内で水揚げされたさばを、当社グループ会社の八戸工場でそのまま

缶詰にしました。脂がのって美味しいとされている時期のさば本来の旨味

を大切に、塩のみで仕上げています。缶切り不

要で、おかずの一品としても、おつまみとして

も、そのまま手軽に美味しく召し上がっていた

だけます。
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4
　高齢になっても元気で過ごすことができる社会を実現するには、中
年期の生活習慣病予防や、高齢期の生活機能低下予防に向けて、一人
ひとりの健康への配慮が重要になります。栄養バランスの良い食事や、
健康に役立つ食品へのニーズの高まりに対応します。

糖尿病が疑われる者の割合  
（20歳以上）

出典：厚生労働省 
「平成28年国民健康・栄養調査結果の概要」

2006年

8.2％

12.3％

2016年

16.3％

9.3％

女性

男性

人生 100年時代に向けて、
高まる健康志向に対応します。
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健康ニーズに応える「ヘルシーキッチン®」
　「ヘルシーキッチン」は、糖質や血圧を気にされている方のために開発さ

れたハム・ソーセージのシリーズです。「ヘルシーキッチンZERO」シリーズ

のハムやハーフベーコンは、糖質0※ですが、しっかりとした食感とお肉の美

味しさが感じられるように仕上げています。また、機能性表示食品「ヘルシー

キッチン グリーンラベル」シリーズの減

塩ロースハムや減塩ハーフベーコンは、

血圧が気になる方の健康に役立つ機能

があるγ-アミノ酪酸（GABA）を配合

した機能性表示食品です。
※ 食品表示基準による。糖質は直接分析し食品表示基準に基づいて
糖質0.5g（100gあたり）未満を0としています。

美味しさにプラスアルファ
ときめきカフェシリーズのスムージー
　ときめきカフェシリーズのスムージーは、飲みやすく食感も楽しみながら

野菜・果物を補給できる乳酸菌入りスムージーです。食事1回分（6g）の食物

繊維入りのグリーンスムージー、食事1回分

の食物繊維とチアシード入りのレッドスムー

ジー、鉄5.2mg入りのパープルスムージー

の3シリーズを展開しています。

心と身体の健康をはぐくむコミュニティの
実現
　北海道日本ハムファイターズは、「Sports Community」を企業理念に掲

げ、スポーツと生活が近くにある、心と身体の健康をはぐくむコミュニティの

実現を目指しています。

　その理念のもと、2004年に「北海道日本

ハムファイターズ・ベースボールアカデ

ミー」、さらに2009年には「北海道日本ハム

ファイターズ・ダンスアカデミー」を開校し、

スポーツを通じて技術はもちろんのこと、夢

や目標に向かう姿勢、人との触れ合いの大

切さなどを、子どもたちに伝えています。

健康志向に対応した 
商品アイテム数※

ハム・ソーセージ 15品目
デリ商品 12品目
乳製品 6品目

※  ハム・ソーセージ、デリ商品は糖質オフ／ゼロ、
減塩商品など。乳製品は乳酸菌飲料、機能性表示
食品など（2018年3月末時点）。
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