
代表取締役社長

中期経営計画2020において
「未来につなげる仕組み作り」を完遂することで、

食の新たな可能性を切り拓きます。
　ニッポンハムグループは、2018年4月、中期経営計画2020「未来につなげる仕組み作り」
をスタートさせました。
　初年度となる2019年3月期は、食肉相場の低迷、災害関連損失の発生など外部環境が 
厳しい中、加工事業が利益重視の製造販売体制に移行したことで収益が回復したものの、全
体としては国内外の既存事業の収益力強化に課題を残す結果となり減収減益となりました。
　2020年3月期では、既存事業の収益力強化を最優先課題として最適な事業ポートフォリオ
を追求していきます。また、中長期視点での課題解決に向け、商品、経営、人財のレベルを
高め、「未来につなげる仕組み作り」を実現することで食の新たな可能性を追求し、継続的
な成長を図っていきます。

ステークホルダーの皆様へ
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持続的成長を実現する戦略

2019年3月期の
振り返りと 
今後の取り組み

売上高1兆2,342億円、事業利益383億円の減収減益

　2019年3月期は、鶏肉を中心とした食肉相場の変動、人件費や物流コストの想定以上

の上昇や台風・地震被害による損失等の影響も受け、売上高1兆2,342億円（前期比243億円

減）、事業利益383億円（同123億円減）、事業利益率は3.1％、ROEは4.8％、ROICは4.9％

となりました。

　加工事業本部は、業務用商品を中心に不採算商品の削減など収益性重視へ大きくかじを切っ

たことから減収になりましたが、ハム・ソーセージ工場の稼働日数の適正化、製造の平準化な

どの取り組みにより、物流費や労務費の上昇を低減することができました。また新商品の積極

投入による売上単価上昇、主力ブランド商品の伸長により売上構成が改善し増益となりました。

2020年3月期は組織のスリム化とマーケティング力強化を目的に販売会社を統合し、「日本ハム

マーケティング（株）」を新たに設立しました。今後も「シャウエッセン®」などブランド商品のバリ

エーション拡大に加え、スピーディーかつ顧客視点での商品開発を行うことにより、環境変化を

成長の機会にしていくよう、お得意先への提案力や営業力を高めていきます。

数値目標

牛肉 2,976 億円

豚肉 2,212 億円

その他食肉 240 億円

鶏肉 1 ,608 億円

水産物 881 億円

乳製品 333 億円

2019年3月期
連結売上合計

12 ,342
億円

その他 　　472 億円

10 .4%

18.9%

24.1%
17.9%

13.0%

7.2%

3.8
%2.7

%

2.0
%

加工食品 2,337 億円

ハム・ソーセージ 1 ,284 億円  

品種別売上高

2019年3月期実績 2020年3月期見込 2021年3月期計画※4

売上高 12,342 億円 12,800 億円 14,100 億円

事業利益※1 383 億円 400 億円 560 億円

当期利益※2 196 億円 185 億円※3 350 億円

ROE 4.8 ％ 4.6 ％ 8.3 ％

ROIC 4.9 ％ 4.7 ％ 6.0 ％

※1  当社グループは、事業活動を通じて獲得する利益をより明確に示すことを目的として、2020年3月期の連結業績予想から従来の
営業利益に替えて、事業利益（売上高から売上原価、販売費及び一般管理費を控除し、当社グループが定める為替差損益、IFRS
への調整及び非経常項目を調整して算出）を開示することといたしました。

※2 親会社の所有者帰属
※3  2018年10月31日に公表した「時限措置としての選択定年制度拡充に関するお知らせ」に記載の特例加算金支給に伴う影響につ
きましては、現時点で退職者数などが確定していませんが、募集人員の上限を想定した試算額約80億円を、2020年3月期の 
業績予想に織り込んでいます。

※4  売上高、事業利益、当期利益は当初計画から変更はございません。
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　食肉事業本部は、2018年3月期との比較で国内食肉

相場が低調に推移したことにより、ファーム事業を中心

にその影響を受け減益になりました。さらに北海道胆振

東部地震による鶏舎被害、台風21号の影響による冷蔵

庫や物流網への被害が残るなど、想定以上に厳しさが増

しました。今後は、生産体制を引き続き強化し、国産鶏肉

「桜姫®」などのブランド食肉の展開による数量拡大を進

めることで、外部要因による変動を軽減します。さらに

外食チャネルへの販売強化により中計の目標に掲げる国

内食肉販売シェア25％の実現を目指し安定利益を確保していきます。

　関連企業本部は、水産、乳製品原料の高値が継続し、それに対応する価格改定や水産品を中心

に商品の統廃合を行いましたが、スムージーなど乳酸菌飲料の売上が減少したことから減益とな

りました。今後は各事業がメーカーとしてあるべき姿へ基盤整備を重点的に行い抜本的な改革を

推進します。

　海外事業本部は、近年厳しい環境が続いた豪州牛肉事業が、改革プロジェクトによる内部改善

が進んだこと、外部環境が好転したことで収益が改善しました。一方で、ウルグアイ牛肉事業は、

周辺国の通貨安による価格競争力の低下、干ばつによる生体調達コスト上昇などにより収益が悪

化しました。中長期視点で牛肉需要は世界的に拡大しており、当社の持つ牛肉事業の海外拠点は、

今後の事業拡大にとって重要な役割を担っています。2019年2月にはウルグアイビーフの対日輸

出が解禁になりました。さまざまな可能性を模索しながら収益改善とともに安定運営に努めたい

と考えています。

ROICを基準に最適な事業ポートフォリオの構築を目指す

　当社グループにとって、既存事業の収益力強化は2020年3月期の最優先課題であり、ROICを

基準に各事業の課題を導き出すことで、最適な事業ポートフォリオの構築を目指します。2019年

3月期では、利益率低下に加え設備投資増加に見合う売上高が確保できなかったことが投下資本

回転率の低下を招きROICは4.9％に低下しました。2020年3月期では、売上高1兆2,800億円、

事業利益400億円、事業利益率3.1％、ROE4.6％、ROIC4.7％を見込んでいます。

　中計最終年にあたる2021年3月期ではROIC6.0％以上を目指し最適な事業ポートフォリオ

構築へ利益を生む資産への入れ替えを進めます。国内既存事業では経費率、投資効果に見合っ

た売上伸長による投下資本回転率の改善、また海外事業では、投資案件の早期利益化、赤字会

社の立て直しによる利益率向上を図り全体としてROIC向上を目指します。一方、ポートフォリ

オの見直しにあたっては一律的に進めるのではなく、現時点で低収益事業であっても改善余地

があればグループシナジーを活用するなどの取り組みを進めた上で判断したいと考えます。
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持続的成長を実現する戦略

長期的に目指す姿
について

企業理念、経営理念の実践により、お客様や社会から選ばれる企業を目指す

　私たちは、創業100周年の2042年を見据えた長期的な視点のもと、「ありたい姿」に向けて

取り組みを進めています。世界人口の増大や気候変動が加速する中で食糧の安定供給に対す

る危機感が高まるなど、さまざまな社会問題が顕在化しています。こういった環境変化の中で

継続的な成長を遂げていくには、短期思考・既成概念から脱却し、長期思考で強みを伸ばし、

社会課題の解決に貢献していく必要があります。それらが財務価値のみならず非財務価値を

向上させて、企業価値の最大化につながるものと考えます。

中期経営計画2020

テーマ： 
未来につなげる仕組み作り

新中計
パート5

経営方針
① 既存事業の効率化による収益力の強化 
② 消費者との対話を通じた価値の創造 
③ 食の未来の構想／実現のための技術力強化・育成 
④ 海外市場展開のギアチェンジ 
⑤ 持続可能性（サステナビリティ）の追求 

様々な環境変化を乗り越えるため、 
長期的な持続可能性が求められる。

2040年頃を見据え、 
企業価値を向上

環境の
変化

中期経営計画2020 概要  

 短期思考・既成概念から脱却し、より長期思考へ。 
 全社戦略と事業戦略との整合性を図り、収益改善への改革を推進する。 
 結果にこだわり、今中計を達成する仕組みを構築。 

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

事業利益
売上高

税引後

1-税率売上高事業利益率投下資本回転率

2019年3月期実績

4.9％
3.1％2.29（回） 0.69

2018年3月期実績

6.6％
4.0％2.39（回） 0.69

2020年3月期見込

4.7％
3.1％2.20（回） 0.69

2021年3月期計画

6.0％
4.0％2.17（回） 0.69

ありたい姿
企業理念の 

実現
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　当社グループの「ありたい姿」とは、生きるための源である「食」を通じて、「おいしさの感動」

と「健康の喜び」を世界の人々にお届けすることです。またそこで働く従業員が能力を最大限に

発揮することで社会に役立っていることを実感し、お客様をはじめとするステークホルダーや

社会から選ばれ支持され続ける企業になることです。私たちは注力する事業を収益ドライバー

として成長させ、持続可能な社会づくりに貢献することを中長期の戦略としています。

　私たちは、「ありたい姿」の実現に向けた足場固めとして、中期経営計画2020で「未来につ

なげる仕組み作り」に注力しています。5つの経営方針のうち2020年3月期の最優先課題は、

前述のように既存事業の効率化による収益力の強化、および海外市場展開のためのギア・チェ

ンジとなりますが、並行して「未来」を見据えた取り組みを進めています。

消費者との対話を通じた価値の創造

　食卓を起点にしたマーケティングの強化に向けて、各事業におけるマーケティング部門と「ラ

イフスタイル研究室」（2018年4月より新設）が連携し、消費者の動向、嗜好、需要の分析を行

い、お客様への提案につなげる活動を行っています。2019年1月に開催したニッポンハムグ

ループ展示会では、「ミレニアル」「ファミリー」「シニア」の食卓シーンを描き、お得意先のター

ゲット別に商品提案を行うことで好評をいただきました。また、2020年から2025年の未来

研究をもとにした「食卓予報レポートプロジェクト」も推進しており、中長期視点に立った商品

開発やプロモーションに活かしていきます。

食の未来の構想／実現のための技術力強化・育成

　研究開発・マーケティング・IT戦略・システム部門を中心に最新技術や研究情報の収集分析

を目的に「未来会議」を立ち上げ、自社への影響のみならず生活に欠かせない『食』に与える影

響を推測し、テーマ選定とその対応を検討しています。持続可能なタンパク源の提供に向けた

国内外のベンチャーとの連携、またAIやIoTを駆使した原料研究や製品開発の効率化、AI・IoT

を活用した「スマート養豚の実用化」                        に向けた取り組みも始めました。

　また、2018年12月には国内で初となる「口蹄疫抗原検出キット」　　　　　　　　を開発

し動物用体外診断用医薬品としての製造販売承認を取得しました。検査キットの販売供給を通

じ、家畜疾病の発生・まん延防止による畜産業の振興ならびに安定的な食肉供給を目指してい

きます。

中期経営計画
2020

「未来につなげる 
仕組み作り」の 
進捗

詳しくはP.18

詳しくはP.21
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持続的成長を実現する戦略

持続可能性（サステナビリティ）の追求

　私たちは、CSRやSDGs（持続可能な開発目標）への取り組みは企業の存在意義を示すもの

であると認識し、「CSRの5つの重要課題」                        を基本としながら、積極的な取

り組みを進めています。

　「安全・安心な食品づくり」については、原材料の持続可能な調達に向けて地球・労働環境、

人権等への配慮が求められる中、食肉・加工原料については約60％のサプライヤーの皆様と、

当社グループの「CSR調達方針」                        に沿った共通認識を持つことができまし

た。今後は対象を包装材や副資材にもガイドラインを拡大し、80％のサプライヤー様をカバー

することを目指していきます。

　「従業員が生き生きと活躍できる職場」については、若年層を中心とした給与水準引き上げのほ

か、働き方改革推進を前提に所定労働時間の短縮を進めます。労働条件の見直しは引き続き実施し

ていきますが、単なるコスト増加でなく生産性を上げイノベーション力を高めること、またAI・IoT

なども効果的に活用することで環境変化に素早く対応で

きる人財育成や組織づくりが取り組みの本質になります。

企業や社会の持続性を支える人財の確保と育成に注力す

ることで「未来につなげる仕組み作り」を完遂させ、持続

的な発展につなげていきます。

　「地球環境の保全」については、環境パフォーマンスの

向上へ、CO2排出量などの環境負荷を把握した上で、事

業所照明のLED化、商用車のハイブリッド化など、優先

順位をつけて取り組みを進めています。

経営基盤の強化に向けて

　当社グループは「高次元の品質No.1経営」を経営の基盤と位置づけており、商品、経営、人財の

質の向上に加えコンプライアンスとコーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでいます。コーポ

レート・ガバナンスの強化では、2020年3月期より取締役9名のうち3名を社外取締役とし、社外

取締役の比率を3分の1としました。河野康子氏は2018年6月より社外取締役として、消費者問題

に関する豊富な経験と知見を活かし、中期経営計画2020の経営方針である「消費者との対話を通

じた価値の創造」「持続可能性の追求」を中心に引き続き提言いただきます。これまで社外監査役を

務めてきた岩﨑淳氏は、当社の事業に対する理解が深いことから、今後は社外取締役として「既存

事業の効率化による収益力の強化」を中心に提言いただきます。また、荒瀬秀夫氏は、大手医療機

器メーカーにて海外事業担当の取締役を務め、グローバルな企業経営の経験と見識を有している

ことから経営全般はもとより「海外市場展開のギア・チェンジ」を中心に提言いただきます。

詳しくはP.56

詳しくはP.57

ニッポンハムグループ　統合報告書 2019 15



0

500

2,500

2,000

1,500

1,000

合計

2,100億円

682

783

262

258

合計

1,177億円

345

496

174
125

37

115

合計

2,000億円

564

723

180
184

349

設備投資

　中期経営計画2020の設備投資は、当初3年間合計で2,100億円を計画していましたが、案

件の見直しやリース会計基準変更などの増減要因があり、合計2,000億円に計画を見直しま

した。投資方針については、労働人口減少による生産性の向上やメーカーの生命線である品

質の向上への設備投資は喫緊の課題であり、優先順位をつけて積極的に推進する姿勢に変わ

りはありません。

　プロ野球チーム「北海道日本ハムファイターズ」の本拠地となる「北海道ボールパーク」（仮称、

2023年3月開業予定） 　　　　　　　　については、ファン・顧客の満足度向上はもとより、

「食とスポーツ」を柱とした当社独自のCSR活動の推進、事業面においても興行収益獲得機会

の拡大に加えて、新たなビジネス創出のチャンスになることから、企業価値向上に資するもの

と考えています。

品質保証体制の最適化

　国際化の進む昨今、品質保証も国際化が求められています。当社グループでは、国際規格で

あるFSSC22000、SQFやJFS-C規格の取得を進めるとともに、2020年のHACCP制度化

に向けてCODEXのガイドラインに沿った品質保証体制の構築を進めています。また、近年の

食品表示法、原料原産地表示制度変更への対応など、取り巻く環境の変化に迅速かつミスなく

対応できるように取り組みを行っています。

 その他

 海外事業本部
 関連企業本部

 食肉事業本部

 加工事業本部

修正計画前中期経営計画
実績 当初計画

（億円）

3カ年の設備投資計画額 

詳しくはP.59
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持続的成長を実現する戦略

ステークホルダー
の皆様へ

財務戦略・資本政策の高度化

　最適な資本構成の実現に向けて、2019年3月期は自己株式取得・消却を行いました。今後

も、成長投資や財務体質などを勘案しながら適宜実施していく予定です。加重平均資本コスト

（WACC）極小化の観点からは、D／Eレシオ0.4～0.5が最適な水準と判断しており、引き続

きB／Sマネジメントにより最適な資本負債構成を追求します。

配当方針を見直し、DOE採用で安定配当へ

　株主還元について、2019年3月期の配当は期初予想どおり1株当たり90円で実施いたしま

した。2020年3月期以降については従来の方針である配当性向（30％目安）からDOE（株主

資本配当率）の考え方をもとに、長期安定的かつ継続的な株主還元を目指します。

「未来につなげる仕組み作り」を実現し持続的成長へ基盤強化を推進

　中期経営計画2020最終年度にあたる2021年3月期は売上高1兆4,100億円、事業利益

560億円、当期利益350億円、ROEは8.3％、ROICは6.0％以上を見込んでいます。

　私たちは、「食の新たな可能性」を切り拓きながら持続的な成長に向けた「未来につなげる仕

組み作り」を完遂させて、社会的価値の創造につなげていきます。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。

 配当金（左軸）　  配当性向（右軸）

（円） （％）

配当金と配当性向推移
※ 2018以前株式併合後に置き換え  

DOE採用 連結配当性向30％
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