
業績の検討及び分析

見通しに関する注意事項
この統合報告書には、当社の将来についての計画や戦略、業績に関する見通しの記述が含まれています。これらの記述は当社が現時点で把握可能な情報から判断した仮定および所信に基づく
見通しです。また、経済環境・市場動向・為替レートなどの外部環境の影響があります。従って、これら業績見通しのみに全面的に依拠することはお控えいただきますようお願いします。実際
の業績は、さまざまな重要な要素により、これら業績見通しと異なる結果となりうることをご承知おきください。

•連結財務諸表に対する注記事項の記載を省略しています。
•金融商品取引法に基づく監査報告書については、有価証券報告書に添付されている「独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書」を参照してください。

　当期におけるわが国経済は、政府による各種政策の効果によ
り、企業の業績は幅広い業種において改善が進み、景気は緩や
かな回復が続きました。その一方で、世界経済の先行きや、地
政学的リスク、政策に関する不確実性に起因する為替相場の変
動など、経済環境は依然として予断を許さない状況が続いてい
ます。
　当業界におきましては、一部原材料の価格上昇や、深刻な人
手不足を背景とした人件費、物流費の上昇、販売競争の激化な
ど、引き続き厳しい経営環境が続きました。
　このような中、当社グループは、2015年4月からの「新中期経
営計画パート5」においてテーマとして掲げた「変革による骨太な
ビジネスモデルの構築」の実現に向け、2つの経営方針「国内事業
の競争優位性の確立」と「グローバル企業への加速」に基づく事
業活動を推進してきました。具体的な施策としましては、国内の
ファーム事業の強化、新商品の開発と販促、生産性の改善などコ
スト競争力の強化と収益力の向上、人材の育成やリスク管理の徹
底などに取り組みました。また、「北海道日本ハムファイターズ」

を活用した店頭販促に積極的に取り組むことや、企業メッセージ
TVCMの放映などを通じ、当社グループの認知度向上にも努め
ました。海外においては、ウルグアイの大手食肉処理会社である
Breeders ＆ Packers Uruguay S.A.社の買収を通じ、海外
牛肉事業の強化に努めたほか、タイの鶏肉生産・加工会社であ
るPanus Poultry Group社への出資を通じ、海外鶏肉事業の
強化にも努めました。経営体制については、「ニッポンハムグルー
プ・コーポレートガバナンス基本方針」に沿ってその充実に取り
組みました。
　以上の結果、当期の売上高は、前期比5.6％増の1,269,201

百万円となりました。営業利益は前期比8.5％減の49,218百万
円となりましたが、継続事業からの税金等調整前当期純利益は、
プロ野球選手移籍金2,273百万円を計上したこともあり、前期
比2.7％増の50,455百万円、当社株主に帰属する当期純利益は
前期比6.1％増の37,147百万円となりました。
（注） 営業利益は日本の会計慣行に従い、売上高から売上原価、販売費及び一般管理

費を控除して算出しています。

業績の概要

財務セクション

売上高のセグメント別増減要因
（百万円）

営業利益のセグメント別増減要因
（百万円）
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●加工事業本部
　ハム・ソーセージ部門の売上げは、コンシューマ商品は、
TVCMの投入など販促を積極的に実施した「シャウエッセン」が
堅調に推移したことに加え、「豊潤あらびきウインナー」の店頭
販促を強化しましたが、「彩りキッチン」が伸び悩み、前年並みと
なりました。業務用商品は、大手外食チェーンに定番商品が導
入されましたが、海外商品の売上減もあり前年を下回りました。
ギフト商戦は、旗艦ブランドである「美ノ国」を中心にTVCMを投
入するなど販促を強化しましたが、ギフト市場全体の落ち込みに
より前年を下回り、ハム・ソーセージ部門全体の売上げは、微減
となりました。
　加工食品部門の売上げは、コンシューマ商品は、アイテムの拡
充や既存品を強化した「とろける4種チーズのハンバーグ」、「天
津閣」が伸長しましたが、主力の「中華名菜」、「石窯工房」が競
争激化により伸び悩み、前年を下回りました。業務用商品は、
CVSチェーンや大手外食チェーンに新商品を積極的に導入した
ことにより前年を上回り、加工食品部門全体の売上げは、前年を
上回りました。
　利益につきましては、販売部門における構造改革によるコスト
改善などが寄与しましたが、運賃の高騰や、製造部門における
人手不足を背景とした人件費の増加により、減益となりました。
　以上の結果、当期の加工事業本部の売上高は前期比2.1％増
の355,498百万円、営業利益は前期比25.8％減の5,867百万
円となりました。

●食肉事業本部
　食肉事業は、当社ブランド食肉である「桜姫」、「麦小町」などに
おいて、量販店での店頭販促を強化するとともに、TVCMやラ
ジオ番組を通しての宣伝、「北海道日本ハムファイターズ」の主催
試合を活用した「桜姫・麦小町ナイター」など、多面的なコミュニ
ケーションに注力しました。外食チャネル、CVSチャネルにおい
ても、ブランド食肉の販売を強化するとともに、ニーズや店舗で
のオペレーションを踏まえた提案営業を強化しました。消費者
の健康志向から需要が拡大している国産鶏肉については、安定
した生産体制で対応したほか、国産豚肉の相場高によりニーズ
が高まった輸入豚肉においても、先の市況を見越した安定的な
仕入れと販売に努めました。以上の取り組みの結果、売上高は
前年を上回りました。
　利益につきましては、販売部門では量販店、外食、CVSなど
幅広いチャネルで積極的な販売や提案活動を行い、売上数量は
増加しましたが、市況安が続いた輸入牛肉や夏場に高騰した国
産豚肉の販売で苦戦し、粗利益が減少したため前年を下回りま
した。国内ファーム事業においては、豚肉、鶏肉の相場とも比較
的高値で推移したことに加え、生産量の拡大やコスト削減に努め
た結果、前年を上回り、全体では増益となりました。
　以上の結果、当期の食肉事業本部の売上高は前期比5.0％増
の778,417百万円、営業利益は前期比5.1％増の46,154百万
円となりました。

セグメント別の概況

加工事業本部営業利益の増減要因
（億円）
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海外事業本部営業利益の増減要因
（億円）

●関連企業本部
　水産部門は、量販店チャネルにおいては主力の鮪や海老等が
好調に推移したことや、原料価格の高騰を受けて販売価格が上
昇したこと、取り組みを強化してきた外食チャネルにおいても寿
司店を中心に販売が好調に推移したことなどにより、売上高は
前年を上回りました。
　乳製品部門のうち、ヨーグルト・乳酸菌飲料は、量販店やド
ラッグストアなどにおいてスムージーシリーズが好調に推移した
ほか、チーズにおいても、主力の製パン、外食、食品メーカー向
けの業務用商品や、取り組みを強化しているコンシューマ商品も
好調に推移し、乳製品部門全体の売上高は前年を上回りました。
　利益につきましては、水産部門、乳製品部門ともに、原料価格
の高騰により粗利益が減少したことや、運賃等の経費が増加し
たことなどにより、前年を下回りました。
　以上の結果、当期の関連企業本部の売上高は前期比2.8％増
の163,548百万円、営業利益は前期比57.0％減の1,612百万
円となりました。

●海外事業本部
　売上高につきましては、アジア・欧州事業では、タイ、シンガ
ポールにおける輸出販売や、トルコでの養鶏事業において国内販
売が好調に推移したことから、前年を上回りました。米州事業は、
販売拠点の拡大により内販が伸長したことなどから、前年を上回
りました。豪州事業は、豪州の売上高が前年を上回ったことに加
え、ウルグアイの食肉処理会社を連結子会社として取り込んだた
め、前年を上回りました。
　利益につきましては、アジア・欧州事業では、英国での食肉相
場及びタイでの原料価格の高騰で苦戦したものの、トルコでの養
鶏事業が順調に推移したため、前年を上回りました。米州事業に
おいては、米国内での販売における競争激化や、食肉相場の高騰
による粗利益の減少、また、チリでの水産品の仕入価格高騰の影
響もあり、前年を下回りました。豪州事業は、牛生体の集荷環境
が改善し仕入価格は低下しましたが、牛肉販売価格の下落の影
響が大きく、前年を下回りました。
　以上の結果、当期の海外事業本部の売上高は前期比18.4％増
の253,841百万円、営業損失は4,742百万円（前期は1,251

百万円の営業損失）となりました。
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　2019年3月期の経済見通しにつきましては、政府の景気対策
の効果を引き続き見込むものの、世界経済の先行きや、政策に関
する不確実性による影響、為替相場の変動、国内の人手不足を
背景とした人件費や物流費の上昇など、今後も不透明な状況が
続くことが予測されます。このような環境の中、2018年4月か
らスタートした「中期経営計画2020」においては、「未来につな
げる仕組み作り」をテーマとし、企業価値を高め、また持続可能
な社会の実現に向け貢献できる企業となるために、5つの経営
方針「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」を推進していきます。
　加工事業本部につきましては、消費は徐々に回復の兆しがあ
るものの、価格競争の激化、原材料価格・燃料価格の上昇、人
手不足による人件費・物流費の上昇など、引き続き厳しい環境
が続くことが予測されます。その中で、既成概念から脱却し、消
費者を起点としたマーケティングによる商品開発力の強化と、バ
リューチェーンの全体最適視点からのコスト構造の変革を行って
いきます。マーケティングによる商品開発力の強化では、意思決
定スピードを速めるとともに、お客様との接点を増やし、情報収
集やニーズの把握に努め、商品開発へとつなげていきます。ま
た、収益性の高い主力ブランド商品を集中販売するとともに、未
開拓チャネルでの販売に取り組みます。バリューチェーンの全体
最適視点からのコスト構造の変革では、省人化設備への投資に
加え、大型商品の基幹工場への集約や、製造ラインの繁閑状況
を製造部門、販売部門で共有し、稼働率を高めることで生産性
の向上を図ります。
　食肉事業本部につきましては、新興国での食肉消費の拡大や、
天候の変化による飼料価格の変動など、世界規模での需給動向
が激しく変化する厳しい経営環境を予測しています。その中で、
消費者や顧客に求められる高品質の食肉製品を継続的・安定的
に供給し続けるための事業構造の強化を図っていきます。自社
グループ農場から物流、販売会社まで一貫したインテグレーショ
ンシステムを持つという他社にない強みをさらに強化するととも
に、これまで以上にお客様に求められるブランド食肉の開発・育
成を目指して、市場調査・分析の強化や効果的なプロモーション
活動に注力していきます。また、将来の自由貿易体制も見据え、

海外食肉企業との関係を密にして戦略的なパートナーシップを
構築し、継続的・安定的な仕入環境を築きます。さらに、物流網
の見直しや営業拠点の再編を進め、国内販売シェアを拡大して
いきます。
　関連企業本部につきましては、水産部門は構造改革を進め、
収益力を高めつつ事業を拡大し、乳製品部門は、商品力、提案力
を高めてシェアを拡大していきます。自社製造工場への戦略的
な設備投資により効率化を進めるとともに、中長期的な増産体
制の確立を目指します。また、原料の需給動向の変化が激しく、
原料価格の上昇が予測される中、国内外における調達力を強化
し、顧客視点に立ったマーケティングにより自社製造商品を中心
とした高付加価値製品の開発を進め、収益力の向上に取り組ん
でいきます。販売面においては、グループ連携を強化すると共に、
多様な商品群を活かしたチャネル戦略や新市場の開拓を進めて
いきます。
　海外事業本部につきましては、バリューチェーンを強固なもの
とし、進出国での内販拡大と、当社グループ各社の連携により第
三国向けの販売を拡大し、収益の安定化を図ります。販売拡大
には日本国内で培った商品開発力や品質管理手法などグループ
の総合力を活用し、エリアに合った幅広い商品やサービスを提供
していきます。また、中長期的な視点から製造・販売拠点を強
化、拡充するとともに、ガバナンスの強化に継続して注力してい
きます。
　以上のように当社グループを取り巻く環境は大変厳しく、課題
も山積しておりますが、「中期経営計画2020」で掲げた「未来に
つなげる仕組み作り」のテーマの下、グループ連携による相乗効
果を最大限に発揮し取り組んでいきます。
　2019年3月期の業績目標につきましては、売上高は1兆
3,100億円を目指しています。利益につきましては、営業利益は
500億円、税引前利益は460億円、親会社の所有者に帰属する
当期利益は320億円を見込んでいます。
（注） 当社は、2019年3月期第1四半期連結会計期間の財務諸表より、国際会計基

準（IFRS）を任意適用する予定であり、2019年3月期の連結業績予想はIFRS
に基づき作成しています。なお、比較対象である前期の実績値は算定中のため、
対前期増減率は記載していません。

2019年3月期の見通し
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 総資産　  当社株主資本

資産
　当期末の総資産は、前期末比4.8％増の755,076百万円とな
りました。資産の部では、受取手形及び売掛金が前期末比
17.8％増の151,420百万円となりましたが、現金及び現金同
等物が前期末比27.0％減の60,335百万円、棚卸資産が前期
末比3.6％減の127,905百万円となったことなどにより、流動
資産は前期末比4.1％減の363,693百万円となりました。有形
固定資産（減価償却累計額控除後）は、設備投資などにより前期
末比8.5％増の307,558百万円となりました。

負債
　負債につきましては、その他の流動負債が前期末比62.8％増
の35,149百万円、支払手形及び買掛金が前期末比11.6％増の
113,654百万円となりましたが、長期債務（一年以内期限到来
分を除く）は2018年9月満期ユーロ円建転換社債型新株予約権
付社債の普通株式への転換が進んだことを主因として、前期末
比18.5％減の62,451百万円となったことなどにより、前期末
比1.0％減の308,937百万円となりました。

当社株主資本
　当社株主資本につきましては、当社株主に帰属する当期純利
益37,147百万円による増加のほか、2018年9月満期ユーロ円
建転換社債型新株予約権付社債の普通株式への転換による新

株発行を主因として、資本金が4,485百万円、資本剰余金が
4,317百万円それぞれ増加したことなどにより、前期末比9.1％
増の440,793百万円となりました。なお、有利子負債*は前期
末から27,336百万円減少し、110,948百万円となりました。
　以上の結果、当社株主資本比率は2.3ポイント増の58.4％と
なりました。
* 有利子負債:連結貸借対照表上の「短期借入金」、「一年以内に期限の到来する長期
債務」及び「長期債務」（ゼロ･クーポン社債を含む）。

キャッシュ・フローの推移
●営業活動によるキャッシュ・フロー
　営業活動によるキャッシュ・フローは、受取手形及び売掛金の
増加22,168百万円などがありましたが、当期純利益37,419

百万円、減価償却費21,719百万円、支払手形及び買掛金の増
加9,883百万円などにより、54,626百万円の純キャッシュ増と
なりました。

●投資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・フローは、定期預金の減少3,636

百万円、固定資産の売却3,607百万円などがありましたが、固定
資産の取得33,220百万円、事業の取得に伴う現金及び現金同等
物の純減13,404百万円、関連会社に対する投資8,929百万円な
どにより、49,006百万円の純キャッシュ減となりました。

総資産／当社株主資本
（百万円）

株主資本利益率（ROE）
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●財務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・フローは、借入債務の返済18,556

百万円、現金配当10,980百万円などにより、27,508百万円の
純キャッシュ減となりました。
　これらの結果、当期末の現金及び現金同等物残高は、前期末
に比べ22,304百万円減少し、60,335百万円となりました。

設備投資
　当社グループは、生産飼育から処理・加工・製造・流通・販売
までのすべてを自社で一貫して行うインテグレーションシステム
を構築しており、その中で設備の充実、合理化及び強化を図るた
め必要な設備投資を実施しています。
　当期の設備投資額は総額約415億円（ソフトウエアを含む）で、
その主なものは次のとおりです。

●加工事業本部
　加工事業本部では、日本ハムファクトリー株式会社、日本ハム食
品株式会社などを中心にハム・ソーセージ及び加工食品の生産設
備の増設・更新などに約138億円の設備投資を実施しました。

●食肉事業本部
　食肉事業本部では、日本ホワイトファーム株式会社、インター
ファーム株式会社などの生産飼育設備の更新・改修などに約81

億円、関東日本フード株式会社、中日本フード株式会社などの
物流・営業設備の充実に約33億円、日本フードパッカー株式会
社、日本ピュアフード株式会社などの処理・加工設備の更新に
約40億円など合計約156億円の設備投資を実施しました。

●関連企業本部
　関連企業本部では、株式会社宝幸、日本ルナ株式会社などの
水産物及び乳製品の生産設備・営業設備の更新などに約64億
円の設備投資を実施しました。

●海外事業本部
　海外事業本部では、Ege-Tav Ege Tarım Hayvancılık Yatırım 

Ticaret ve Sanayi Anonim irketiの生産飼育設備の更新など
に約48億円の設備投資を実施しました。

株主還元の方針
　当社の剰余金の配当等の決定に関する方針は、長期的発展の
礎となる企業体質強化のための内部留保の充実と安定配当を基
本として、業績に対応した配当を実施していきたいと考えていま
す。また、内部留保金は、将来にわたっての競争力を維持成長さ
せるための投資の源泉と、財務体質の維持強化を目的として有
効に活用していきます。
　この基本方針の下、連結業績に応じた利益配分を基本に、連
結配当性向30％を目安として、安定的かつ継続的な配当成長を
目指していきます。
　自己株式の取得については、成長への投資や財務体質を勘案
しつつ、1株当たりの株主価値とROEの向上を目的として機動
的に実施していきます。
　当期の配当につきましては、普通配当53円（連結配当性向
30.4％）とさせていただきます。
　次期については、親会社の所有者に帰属する当期利益の予想
320億円を前提に、連結配当性向30％を目安として1株につき
普通配当90円を予想しています。
（注） 当社は、2018年4月1日付で普通株式2株につき1株の割合で株式併合を行って

います。当期の配当については、当該株式併合前の実際の配当額を記載しています。

一株当たり配当金
（円）

フリー･キャッシュ･フロー
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1. 商品市況リスク
　当社グループは食肉及び食肉関連加工品を中心に取り扱って
おり、販売用食肉はもとより、ハム・ソーセージ、加工食品など
の原材料にも食肉が使用されているため、畜産物の相場変動に
よるリスクがあります。さらに、これらの食肉を供給する国内お
よび海外の生産飼育事業においては、商品市況はもちろん、飼
料価格や原油価格の変動にも影響を受けることとなります。ま
た、当社グループが取り扱う水産物や乳製品についても、商品市
況や原材料の価格変動リスクなどがあります。
　これらの価格変動リスクに対して、商品調達ルートの分散化、
高付加価値商品の開発やブランド化、お客様視点のマーケティ
ング戦略の確立、商品先物契約の利用などに努め、また、商品需
要の変動を見越した安定的な原材料の確保、食肉の適正在庫水
準の維持などを行っていますが、当該リスクを完全に回避できる
保証はありません。
　上記に加えて、家畜の疾病（BSE、鳥インフルエンザ、口蹄疫、
豚流行性下痢など）の発生やセーフガード（緊急輸入制限措置）
が発動された場合などには、畜産市場全体ならびに当社グルー
プの業績及び財政状態が影響を受ける可能性があります。

2. 安全性のリスク
　当社グループは「OPEN品質」～開かれた食品づくり～を推進
しお客様の期待と信頼に応えることを基本とし、グループの品質
方針として、「法令の遵守」「品質保証ネットワーク」「客観的評価」
「履歴管理」「お客様とのつながり」を定めています。この方針に
従い、外部認証（ISO、HACCPなど）の取得や、食肉をはじめハ
ム・ソーセージ、加工食品に使用する原材料のトレーサビリ
ティーシステムを構築して原材料からの安全・安心の確保に取り
組むほか、フードディフェンスの強化など、厳しい品質保証体制
を構築しており、品質向上の取り組みを一層強化し、安全性の確
保に努めています。さらには万が一当社グループが提供する商品
などに問題が発生した場合は、速やかな情報開示と拡大防止策
の徹底など、お客様の安全を第一に考えた対応を行っています。

　しかしながら、こうした当社グループの取組みを超えた事象の
発生や、食の安全を脅かすような社会全般にわたる問題が発生
した場合には、当社グループの業績及び財政状態が影響を受け
る可能性があります。

3. 資材調達などに係るリスク
　当社グループは、生産の効率化や在庫ロス・物流コストの削減
に常に取り組んでいます。しかしながら原油高などにより資材費
や燃料費、物流費が高騰しコスト削減努力でも補えない場合や、
それらを販売価格に転嫁できない場合などには、当社グループ
の業績及び財政状態が影響を受ける可能性があります。

4. 為替リスク
　当社グループが行う外貨建取引から生ずる費用・収益及び外
貨建債権・債務の円換算額は、為替相場の変動の影響を受ける
場合があります。
　これらの為替相場の変動リスクを軽減するため、為替予約、通
貨スワップ契約、通貨オプション契約及び通貨金利スワップ契約
などのヘッジ取引を利用しておりますが、当該リスクを完全に回
避できる保証はなく、また当該リスクを軽減するためのヘッジ取
引についても、想定した範囲を超えて為替相場が変動した場合
には機会損失などの別のリスクが発生する可能性があります。
　また、外貨建で作成されている海外連結子会社の財務諸表を
円貨に換算する際の換算差額によって、連結財務諸表の株主資
本が外貨換算調整勘定を通じて変動するリスクがあり、これら為
替相場の変動要因によって当社グループの業績及び財政状態が
影響を受ける可能性があります。
　なお、当社グループはこれらの外貨建取引に係るリスクヘッジ
を行うための「為替リスク管理規程」を定め、為替相場を継続的
に監視し、為替相場の変動リスクを定期的に評価しています。全
ての先物外国為替契約、通貨スワップ契約、通貨オプション契
約及び通貨金利スワップ契約は、当該「為替リスク管理規程」、
取引権限及び取引限度額を定めた社内規程に基づいて行われて
います。

　当社グループの経営成績及び財政状況などに影響を及ぼす可能性のある主なリスクには以下のようなものがあります
が、これらに限られるものではありません。また、本項においては将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は、当
期末現在において判断したものです。

事業等のリスク
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5. 金利リスク
　当社グループは、必要資金の大部分を外部からの借入金など
の有利子負債により調達しています。2018年3月末時点での有
利子負債額約1,109億円の大部分は固定金利であり、金利上昇
による直接的な影響については当面軽微であると判断されます
が、将来的な金利上昇局面においては資金調達における利息負
担の増加により、当社グループの業績及び財政状態が影響を受
ける可能性があります。

6. 株価リスク
　当社グループの保有している有価証券は取引先などの株式が
中心であるため、市場価格の変動に基づく株価の下落リスクがあ
ります。2018年3月末時点では、全体として含み益の状態となっ
ていますが、今後の株価動向によっては当社グループの業績及
び財政状態が影響を受ける可能性があります。
　また、株式市場の低迷によって当社グループの年金資産の価
値に毀損が生じた場合には、年金費用の増加や追加的な年金資
産の積み増しが必要となる可能性があります。

7. 固定資産の減損損失リスク
　当社グループが保有する固定資産の価値が経済情勢などの変
化により下落した場合には、必要な減損処理を実施することに
なり、当社グループの業績及び財政状態が影響を受ける可能性
があります。

8. 自然災害や突発的事故及び社会的な制度などのリスク
　当社グループは本邦を含む世界各国において事業活動を行っ
ています。これらの事業活動地域においては、次の事象の発生リ
スクがあります。これらの事象が発生した場合には、当社グルー
プの業績及び財政状態が影響を受ける可能性があります。

・ 地震、洪水などの大規模な自然災害の発生及びそれらに起因
する道路・港湾・鉄道などの社会的な基盤の損壊、ガス・水
道・電気などの供給不能又は供給逼迫

・ 突発的な事故の発生など予期しない原因による、大気、水質、
土壌などの環境汚染

・ インフルエンザなどの感染性疾病の流行などによる社会的混乱
・ 予期しない法律または諸規制の設定または改廃
・ 予期しない不利な経済的または政治的要因の発生
・ 戦争、紛争、テロなどの発生による社会的又は経済的混乱

9. 情報漏洩リスク
　当社グループは「個人情報管理規程」、「日本ハムグループ内部
者取引管理規程」を設け、当社グループ役職員に対して、保有す
る個人情報や当社グループの重要情報の保護・管理を義務付け、
コンプライアンス研修や階層別従業員教育などを通じ、厳正な情
報管理に努めています。併せて情報システム上のセキュリティ対
策や災害対策なども講じています。しかしながら、想定の範囲を
超えるような自然災害、長期にわたる停電、ハードウエア・ソフ
トウエアの重大な欠陥、コンピュータウイルスの感染や不正アク
セスなどによる情報の漏洩・改ざん・消失、長期にわたる情報シ
ステムの停止あるいは混乱などが発生した場合には、当社グルー
プの業績及び財政状態が影響を受ける可能性があります。

10. コンプライアンスのリスク
　当社グループは、透明性のある誠実な企業グループを目指し、
コンプライアンス意識の徹底と定着に継続的に取組んでいます。
この取組みにおいては、当社の代表取締役社長が指名した役員
をコンプライアンス委員会委員長として当社グループ全体を統括
し、当社コンプライアンス部が当社グループ全役職員のコンプラ
イアンス意識を高める施策を継続的に行うとともに、リスクを認
識した場合には迅速に対応する体制を整えています。
　しかしながら、役職員個人による法令違反を含むコンプライア
ンス上の問題が発生した場合には、当社グループの業績及び財
政状態が影響を受ける可能性があります。

11. 環境問題のリスク
　当社グループは「日本ハムグループ環境方針」を定め、持続可能
な社会の実現に向けて環境と調和の取れた企業活動の推進に取
り組んでいます。また、環境に関する外部認証（ISO14001）の
取得や、外部機関からの適正性の評価の取得に積極的に取り組
むとともに、当社CSR推進部による環境監査の実施など、環境
と事業活動の調和に配慮した経営を推進しています。併せて、環
境をはじめとしたCSRの課題についても適正性と透明性の確保
に努めています。しかしながら、事故・過失などによる環境汚染
やそれに対する原状復帰、損害賠償責任の発生、あるいは関係
法令の改正による環境投資が大幅に増加した場合などにおいて
は、当社グループの業績及び財政状態が影響を受ける可能性が
あります。

ニッポンハムグループ　統合報告書 2018 77




