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低収益からの脱却に向けて組織改革を
行い、顧客視点でチャレンジングな 
組織を目指します。

加工事業本部

　加工事業本部は、人件費・物流費の上昇やギフト

市場の全体的な落ち込みがあったものの、「シャウ

エッセン®」などの主力コンシューマ商品が伸長した

ことや、利益重視の製造販売体制にシフトしたこと

により、売上高3,531億円、事業利益78億円の減

収増益となりました。

　加工事業本部では、中計2020の経営方針である

「既存事業の効率化による収益力の強化」に向けて、

「主力ブランドへの集中化による粗利益率の改善」

「製造における生産性の向上」に取り組みました。

　主力ブランドへの集中化については、レンジ調理

による「シャウエッセン」の新しい食べ方提案を行っ

たほか、「シャウエッセン®ホットチリ」「シャウエッ

セン®ピザ」などによるブランドエクステンションを

推進しました。また、「中華名菜®」や「石窯工房®」

　人手不足による労務費・物流費の上昇といった

国内共通の課題に加え、中国でのアフリカ豚コレラ

発生による世界的需給バランスの変化により、主

原料および羊腸、副資材価格の上昇リスクが想定

されます。一方、時短ニーズを受けたレンジ対応商

品の拡大、「家飲み」や「インバウンド」需要の増加

など、主力商品の販促強化による粗利益率の改善に

取り組みました。製造における生産性の向上につい

ては、不採算ラインの見直しに加え、製造計画の平

準化へハム・ソーセージの一部工場で稼働日数を

年間300日から250日へ変更し経費削減につなげ

ました。投資効果ではピザ製造の省力化・効率化ラ

インを導入し一定の成果を上げたことから、これを

成功モデルとして他工場にも水平展開していく見込

みです。

　一方、ギフト商品については、配送料アップに合

わせた価格改定を行った結果、他社比較で値頃感

が不足したことから販売数量が減少しました。今後

は、製造ラインやギフトセンターでの人件費高騰へ

の対応を含め、ギフト施策の再構築が課題となって

います。

など、成長の機会も拡大しています。

　加工事業本部では、製造ラインの見直しや営業

コストの見直しなどにより、低収益からの脱却を

図るとともに、新カテゴリーの創造や新たなヒット

商品の創出により、新たな食文化の創造に注力し

ます。

2019 年3月期の振り返り

ニッポンハムグループを取り巻く環境（リスクと機会）

取締役常務執行役員
加工事業本部長

事業利益
（億円）

15/3

22

16/3

39

17/3

79

19/3

78

18/3

59

売上高構成比 売上高
（億円）

15/3

3,435

16/3

3,381

17/3

3,483

19/3

3,531

18/3

3,555
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  加工事業本部  

新組織体制

中計2020の達成に向けて

低収益からの脱却に向けた組織改革
　加工事業では組織改革が遅れ、過去の既成概念や成功体験をベースにした仕組みが残る構造的な課題が内

在していました。2020年3月期は、これまで多重構造であった加工事業本部組織を3部門に集約するとともに、

意思決定のスピードアップや責任と権限の明確化を進め、効率化とともにチャレンジ意識があふれる強い組織を

目指します。

1） ハム・ソーセージ事業部、デリ商品事業部の発展的統合

　両事業部の統合により、原料購買の一元化や製造平準化による生産性

向上、管理部門統合によるコストダウンを図ります。また開発の相乗効果

により「シャウエッセンピザ」に代表されるブランド相互活用のほか、長年

蓄積された開発技術の相互利用が可能になります。2019年3月期にお

いても事業部トップが両事業部を兼務しており、既に相乗効果は出始め

ていますが、さらに加速させるために競争意識を醸成し効率化と開発力

強化を前進させます。

2） 営業体制の強化

　加工事業のビジネスモデルを支える営業部門では、日本ハム本体と販

売会社が相互に担っていた営業機能を、新会社の「日本ハムマーケティン

グ（株）」へ統合するとともに、日本ハムの得意先も新会社に移管すること

で、営業機能の一元化を図りました。得意先接点の強化をはじめ、ブラン

ド商品の配置拡大、現場情報の商品開発への活用推進、新しいチャネル

の開拓を行う組織へと変化させ、商品開発と営業の二刀流人財の育成に

つなげていきます。また、日本ハム本体では、営業部門を開発営業へと

進化させ、最前線にある消費者接点の現場情報を商品開発へ活用する

フィードバック機能を強めます。

3） スタッフ部門の効率化

　各部門にあったマーケティング機能を集約することで、開発・販促における責任と権限を一元管理し、効果的

かつ効率的なプロモーションを進めます。また管理部門では、業務の見直しとともに多能工化と専門化を両立さ

せて、約30％のコストダウンを目指します。

得意先移管
日本ハム 

北海道販売（株）

日本ハム 
西販売（株）

日本ハム
東販売（株）

日本ハム 
マーケティング（株）

加工事業本部

管理統括部

商品統括部

営業統括部

日本ハム（株）
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ビジネスモデル

開発

中計2020の達成に向けて

顧客視点での商品開発
　加工事業本部は、これまでヒット商品と新たなカテゴリーの創造によって成長してきましたが、近年では生活

スタイルの多様化により画一的なヒット商品が生まれにくくなっています。加工事業本部では、「商品開発力」強

化を最重点課題として3ステップで変革を進めていきます。

　ステップ1では、顧客視点の商品開発によるブランドの強化に取り組みます。ステップ2では、商品開発力をベース

に新カテゴリー創造に挑戦します。そのためには国内のみならず海外製造品の活用も視野に入れながら、将来にわ

たる安定収益の基盤づくりに着手していきます。ステップ3では、これらの基盤を活かして大型ブランドの開発など新

たな収益の柱を構築します。2019年か

ら2020年3月期にかけてはステップ1と

して、簡単調理ニーズに対応したシャウ

エッセンのレンジ解禁をはじめ、単身世代

向けにコンビニエンスストア（CVS）向け

シャウエッセントレーや、トレンドのテイス

トに合わせたシャウエッセンホットチリを

導入するとともに、従来のテレビCM中心

の販促に加えWeb販促を強化すること

で、若年層など新規ユーザーの獲得につ

なげました。

持続可能な社会の実現に向けて

食物アレルギーへの取り組み
　食物アレルギーに配慮した食品の研究開発は、お客様の声を

きっかけに1996年から始まりました。特定原材料7品目（乳・卵・

小麦・そば・落花生・えび・かに）を持ち込まない食物アレルギー

対応商品専用工場である東北日本ハム（株）では、ハムやソーセー

ジ、米粉パンやハンバーグなど、20種類以上を製造しています。

　また2018年9月より、同じく食物アレルギー配慮商品を製造販

売する企業4社で協同し「プロジェクトA」として、食物アレルギー

に関する情報発信や啓発活動、商品の普及活動に取り組んでい

ます。

食物アレルギーに配慮したレシピを随時公開しています。

事業本部の
収益の新たな柱構築

将来の事業本部の
収益基盤づくり

重点ブランド強化による
収益改善

Step1

顧客視点の商品開発によるブランドの強化

Step2

（仮）新カテゴリー創造×海外対策

Step3

Bigブランドの開発導入

商品開発力強化ストーリー

※ 詳しくは、HPをご覧ください。

食物アレルギー対応のレシピ
https://www.nipponham.co.jp/recipes/food_allergy/

WEB
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  加工事業本部  

持続可能な社会の実現に向けて

包装材の環境負荷低減
　資源の枯渇やごみの最終処分場問題とともに海洋プラスチック

問題がクローズアップされる中、当社グループは、容器包装の環境

負荷低減に向けてパッケージの簡易化などに取り組んでいます。

「中華名菜」や、チルドピザ「石窯工房」、「これは便利」シリーズなど

は、トレイや外装フィルムの軽量化により、包装材に使用するプラ

スチックの量を低減しています。また、「彩りキッチン」シリーズは、

植物由来原料を一部使用したバイオマス包材を使うことにより、石

油使用量の削減とCO2排出量の削減に貢献しています。このほか、

「極み焼®ハンバーグステーキ」の包装材にはリサイクルPET材を

使用しています。

機能性表示食品の開発
　高まる健康ニーズに応え、「ヘルシーキッチンシリーズ」を販売し

ています。「ヘルシーキッチンZERO」シリーズのハムやベーコン

は、糖質ゼロ※ですが、しっかりとした食感とお肉の美味しさが感

じられる商品です。また、機能性表示食品「ヘルシーキッチン グ

リーンラベル」シリーズは、血圧が気になる方の健康に役立つ機能

のあるγ-アミノ酪酸（GABA）を配合しています。
※  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。

常温で保存可能な加工肉「ストックポーク」

ビジネスモデル

開発

中計2020の達成に向けて

市場のニーズに合わせた商品発売
　商品開発のスピードアップに向けて、役員、製造・営業・マーケティングの責任者が参加する「商品開発検討

会議」を毎月開催しています。また、チャレンジする風土の醸成や大型ブランドの開発への助走として、製造・研

究部門の若手が参加する「新商品開発提案会」や、営業現場からのアイデアの活用を目的とした「商品アイデア募

集会」を開催しています。

　商品発売サイクルについても、従来の3月と8月の年2回から、市場のニーズや元号改正時期に合わせたタイム

リーな対応へと変更しました。

新たな販路開拓
　当社グループでは、市場の変化を成長の機会と捉え、新たな販路の開拓に向けた

新商品の開発を進めています。働く女性や単身者向けの買い置き商品として、2019

年9月に、常温保存のできる加工肉「ストックポーク」を発売しました。スーパーマー

ケットなどの既存チャネルでの新たなメニュー提案に加え、保存食・防災食、キャン

プ・登山用食品として、ドラッグストアやホームセンターなどのほか、ECチャネル、

海外輸出の拡大も計画しています。

　このほか、他社とのコラボレーション商品の開発も進めており、新たな商品を創出

することで、新たなお客様との接点づくりやブランド認知の向上を図ります。
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持続可能な社会の実現に向けて

SDGs合同発表会
　当社グループでは、工場ごとにSDGs（持続可能な開発目標）の

取り組み目標を設定し、SDGsと関連付けた商品開発、環境負荷

低減、働きがいのある職場づくり、地域貢献活動など、持続可能

な社会づくりに向けた取り組みを進めています。2019年5月に

は、日本ハム食品（株）関西プラントに

おいて、SDGsの取り組みに関する合

同発表会が開催され、参加した3社・

5工場が活発な意見交換を行うととも

に、取り組み目標を策定しました。

ビジネスモデル

製造

事業生産性の向上へ
　2019年3月期より加工事業のバリューチェーンにおいて収益重視の取り組みを進めていますが、生産性向上

に向けては、コストダウンと粗利益の向上の両輪で進めていきます。コストダウンでは、省人化投資と不採算ライ

ン廃止による資産の入れ替えのほか、将来に向けてAIを使った検品作業なども検討しています。また、人手不足

を背景とした物流コスト上昇への対応として、工場直送や共同配送の拡充などによる最適配送網の確立を進めて

いきます。

　粗利益向上では、主原料および羊腸原料価格の上昇対策として、仕入れ先開拓や仕入れ方法の見直しにより

コスト上昇の抑制を図ります。さらに新

商品投入やブランド商品のエクステン

ションによる品種構成の最適化を継続

します。

中計2020の達成に向けて

日本ハム食品（株）関西プラントでの発表会の様子

省人化を実現した日本ハム食品（株）関東プラントのピザライン（左）と桑名プラントのハンバーグライン（右）
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  加工事業本部  

ビジネスモデル

物流

中計2020の達成に向けて

既成概念からの脱却
　商品開発とともに成長してきた加工事業にとって商品開発力が生命線であることに変わりありません。もちろ

ん、コスト改善や効率化も極めて重要ですが、それらは商品開発力強化につながるものでなくてはならないと考

えています。

　2019年度は、製造ラインの省人化のほか、北海道新工場建設、最適な物流網へのセンター建設など230億

円の設備投資を行う予定です。また、営業部隊からの現場情報収集、ライフスタイル研究室との連携、若手開発

者からの提案強化など、ヒット商品開発の基盤づくりも進めていきます。

　加工事業本部は「既成概念からの

脱却」を図り、新たな食文化の創造

につながるカテゴリーを創造し、新

たなブランドを確立することで、持続

的な成長を図っていきます。

持続可能な社会の実現に向けて

物流の効率化と環境負荷低減
　当社グループでは、ドライバーの人手不足が進行する中、モー

ダルシフトや共同配送などによって物流の効率化と環境負荷低減

を図っています。従来、海外から船便で輸送した原料は、東京・大

阪に荷揚げされ、全国の製造拠点に車両輸送されていましたが、

製造拠点に近い港に荷揚げする方法に変更しました。製造拠点か

ら市場への輸送についても、車両からモーダルシフトへの変更を

進めています。また、他社製品との共同配送も推進しています。

低温度管理を徹底する物流拠点 「アンティエ®」シリーズが「FOODEX 美食女子 Award 
2019」ミール部門でグランプリを受賞
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