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調達力強化による売上拡大で 
持続的成長を図り、国内食肉販売シェア
25％を目指します。

食肉事業本部

　食肉事業は、国産豚肉・鶏肉の相場下落、それに

伴う輸入食肉を中心とした販売数量の減少のほか、

物流拠点の整備費用や台風21号および北海道胆

振東部地震による災害損失などの一時費用が加

わった結果、売上高7,570億円、事業利益357億

円となり、前期に対し減収減益となりました。

　中計2020経営方針である「既存事業の効率化に

よる収益力の強化」について、食肉事業本部では「バ

ランスのとれた生産・供給体制の構築」「輸入品の調

達強化」「持続的なバリューチェーンの構築」「シェ

ア拡大に向けた販売の強化」に取り組んでいます。

　「バランスのとれた生産・供給体制の構築」につい

ては、インターファーム（株）やニイブロ（株）での新

農場稼働、仕入れの強化に向けた他社との資本提

　国内人口は2010年をピークに減少傾向ですが、

豚肉・鶏肉の1人当たり消費量は毎年増加していま

す。一方、当社グループの販売量はこの2年間停滞

しており、国内販売シェア25％の達成に向けて、事

業のさらなる効率化を図る必要があります。

　国内では労働人口減少による人件費等のコスト上

昇が加速しており、世界的な食肉需要の高まりによ

る輸入価格の上昇、豚コレラなどの家畜疫病の拡

携などで一定の成果を上げましたが、災害や疾病

の影響で自社生産数量が伸び悩みました。「輸入品

の調達強化」については、輸入食肉の価格上昇で数

量伸長に苦戦しましたが、海外パッカーとのさらな

る連携強化や抗生物質フリー商品などに取り組んで

います。「持続的なバリューチェーンの構築」につい

ては、昨今の物流を取り巻く労働力不足や規制の強

化の下でも、安定的でより効率的な物流体制の構築

に向けて、国内の中継拠点の整備を完了しました。

また「シェア拡大」については、量販店チャネルでの

さらなる販売深耕、CVSや外食チェーン向け提案

強化、都心部を中心とする外食チャネルの攻略など

に注力していますが、販売数量の拡大には至りませ

んでした。

大、干ばつなどの環境リスクなども懸念されます。し

かし、これら不確定要素が多い時期こそ、リスクを成

長機会に変換すべく強みを発揮する必要がありま

す。生産ではAI等の活用による生産性の改善、調達

では国内外の有力企業と連携を図ることで、シニア

世代の肉消費量増加、インバウンド需要の拡大、健

康志向の高まりといった社会の変化を的確に捉え

成長につなげていきます。

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）

事業利益
（億円）

15/3

330

16/3

390

17/3

439

19/3

357

18/3

472

売上高構成比 売上高
（億円）

15/3

7,267

16/3

7,539

17/3

7,416

19/3

7,570

18/3

7,784

代表取締役副社長
食肉事業本部長
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  食肉事業本部  

販売数量拡大に向けた販売施策
　販売力の強化に向けて、グループ一丸となって幅広い商品を幅広いチャネルに売り抜く営業力・提案力・商品力・

組織連携力の強化を図ります。

　国内の食肉消費量約500万トンのうち、自社推定※ではありますが、約60％が量販店・加工メーカーの扱いにあた

り、当社シェアは約26％と一定の水準にあります。一方、残りの約40％はCVS・業務用・外食向けなどになり、ここ

での当社シェアはまだまだ低い水準にあります。私たちとして、シェアの高いチャネルでの販売数量を維持しつつ、拡

大余地の残るCVS・業務用・外食チャネルなどを掘り起こすことで国内販売シェア25％に向けて取り組みます。国内

における食肉販売シェア拡大は、国内外のパッカー・生産者に対する訴求力となって当社の安定供給力を醸成し、最

終的に商品力、提案力へつながります。グループ事業基盤を盤石にするためにも国内販売シェア25％に向けて、当社

グループの営業力、提案力、商品力、組織連携力で

2020年3月期は105％の数量伸長を目指します。

　また安定的な利益には、付加価値の訴求が重要

です。国産鶏肉「桜姫®」、国産豚肉「麦小町®」、オー

ストラリア産アンガスビーフ「大麦牛」などのブランド

食肉の訴求のほか、海外加工品や抗生物質フリー

商品などの提案によって差別化を図っていきます。
※  ALIC「食糧需給表」「食肉販売動向調査」、農水省「食肉の消
費構成割合」を元に当社推定

中計2020の達成に向けて

持続可能な社会の実現に向けて

帯広畜産大学との連携による 
次世代人財育成支援
　当社グループは、次世代の人財育成や畜産業の振興に向けて、

帯広畜産大学との包括連携協定のもと、2018年より同大学の学

生や教員向けの実地研修と大学での講義を行っています。インター

ファーム（株）の農場、日本フードパッカー（株）の処理ライン、 

日本ホワイトファーム（株）の農場・処理ラインなど一連の仕事の

流れを見学し、動物の健康管理・防疫・食品衛生の現場を体験す

る研修を行うことで、畜産業の将来を担う人財に、大学の講義で

は得られない学びの場を提供しています。

生産
肥育

ビジネスモデル

日本ホワイトファーム（株）知床食品工場視察の様子

羽数ベースの鶏肉取扱量と社外仕入比率
（千羽）

頭数ベースの豚肉取扱量と社外仕入比率
（千頭）

 純社外　  グループ会社　  純社外比率（％）
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持続可能な社会の実現に向けて

委託農家のサポート
　当社グループは、委託農家の業務の一部を請け負うことで、畜

産業の維持存続に貢献しています。日本ホワイトファーム（株）宮

崎生産部の鶏肥育農場はすべて委託農場です。宮崎生産部は、委

託農場生産者からの依頼を受けて、鶏舎からの鶏ふんの搬出、鶏

舎清掃・消毒など、鶏を出荷して次の雛を入れるまでの一連の作

業や、鶏舎等で発生した簡易的な修理を請け負っています。これ

らのサポートは、生産者の労働負担軽減や休日確保のほか、鶏肉

の生産性や品質の向上にもつながっています。

ビジネスモデル

生産
肥育

既存設備の有効活用とパートナーシップの強化
　国内食肉分野では、鶏肉に関しては、引き続き自社農場の計画的拡大を図るとともに、社外調達の拡大を進め

ていきます。豚肉は、生産設備の維持更新、集荷先の安定確保、疾病対策の強化による事故率の低下に取り組み

ます。牛肉は、肉専用種の販売を本格化させるほか、全国の生産量が年々減少する中、「未来の食の確保」も見据

え、合弁先・提携先と連携した繁殖一貫体制を拡充し、数量確保とともに、生産を強化し安定的に国産牛を供給

する体制づくりを目指します。

　TPP11や日欧EPAにより関税率が徐々に下がり、また、日米物品貿易協定の協議も進められています。当社

グループは、国内畜産業の維持発展と

輸入を含めた食糧確保の観点から新

たな関税制度に対応していきます。ま

た、当社が販売しやすい商品だけでな

く、調達先推奨品を含め幅広く調達

し、当社が培った視点で日本市場向け

に規格化することで、取引先との良好

なパートナーシップの構築と販売シェ

アの拡大を図っていきます。

中計2020の達成に向けて

鶏舎清掃の様子

世界のFTA 発効件数の推移（累積）
（件数）

出典：「ジェトロ世界貿易投資報告2018年版」「世界と日本のFTA一覧（2018年12月現在）」
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  食肉事業本部  

持続可能な社会の実現に向けて

鶏ふんを利用した循環型バイオマス発電
　日本ホワイトファーム（株）は、宮崎県内の養鶏農家、農事組合

法人、企業との共同出資により、日本初の鶏ふんバイオマス発電

事業者となるみやざきバイオマスリサイクル（株）を2003年に設立

しました。同社の発電能力は7万6,662MWh／年であり、これ

は一般家庭約2万軒分の電力消費量に相当します。日本ホワイト

ファーム（株）宮崎生産部の契約農場から発生する年間約4万

3,000トンの鶏ふんの約90％は焼却され、バイオマス発電に利用

されています。

ビジネスモデル

物流

中計2020の達成に向けて

持続的成長を支えるオペレーションモデルの確立（物流改革）
　物流の全体最適化に関しては、中継地点の設置により、

労働力不足の中でもグループ内外へ持続的に安定してお

届けできる物流体制を構築しました。また、物流の労働

環境改善にも取り組み、厚生労働省「トラック運転者の

労働時間等の改善基準」への対応を完了させています。

　販売シェアの拡大を進め、将来の成長を支えるうえで

は、相応の輸送能力、冷蔵庫など保管能力の強化が必要

となります。輸送体制のさらなる強化、新たな冷蔵庫の

確保に向けた取り組みを進めていきます。また、労働力

不足に対応するため、オペレーションの標準化や省力化

を進めるほか、新技術の導入などにも取り組みます。

みやざきバイオマスリサイクル（株）バイオマス発電機

物流の全体最適化

日本物流センター
関西事業所

新潟

札幌

八戸

加須

大阪

都城

鳥栖

広島

日本物流センター
東京事業所

 中継地点
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Instagramの公式アカウント
@nipponham_official.meat

ビジネスモデル

製造
販売

消費者理解に基づく商品開発とプロモーション活動
　「いいお肉こそ、たくさんの人に。」をスローガンに、「ニッポンハムだからお肉」の認知度を高めていきます。

2018年11月29日（いい肉の日）に開設したInstagramの公式アカウントでは、入社まもないフレッシュ感いっ

ぱいの「こうはいちゃん」、子育て世代の「わーまま」、仕事もプライベートも楽しむ「せんぱい」の3人のキャラク

ターが、それぞれの世代がシェアしたくなるようなお肉が登場する食シーンや、肉料理写真、レシピ、コメントな

どを投稿しています。20～40代の女性をターゲットに、共感いただける料理提案

を行いながら「お肉ファン」の拡大を図っていきます。

中計2020の達成に向けて

持続可能な社会の実現に向けて

工場のエネルギー等の「見える化」
　2018年10月に稼働を開始した日本ピュアフード（株）伊勢崎

プラントでは、ローストビーフやチャーシューなどの加熱加工品を

主に生産しています。このプラントでは、中央監視システムにより、

主要生産機械の稼働状況を一元管理し、電力、ガス、水・湯、蒸

気の使用状況を「見える化」することで、効果的な省エネ・省資源

につなげています。また、蒸気を発生させるボイラーの燃料に都

市ガスを使用することで、大気汚染の低減※を図っています。
※  A重油使用ボイラーと比較して、第一種指定化学物質であるメチルナフタレンの 
大気排出量を年間約39.0kg削減できる見込みです。 日本ピュアフード（株）伊勢崎プラント
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  食肉事業本部  

鶏肉の全自動脱骨ロボット 「イールダス」全国117カ所に営業拠点を有する「ニッポンフードグループ」

ビジネスモデル

販売

中計2020の達成に向けて

持続的バリューチェーンの構築へ
　グループ人財育成・採用を強化することで、競争力強化と労働力不足への対策を図っていきます。またAIや

IoTを活用したスマート養豚や、労働現場の負荷軽減と効率化に向けた省人化設備の導入も進めます。

　2020年3月期の設備投資では、生産部門が新農場建設と工場増改築、処理部門など既存設備の更新、販売

部門では、営業所の移転・建替など、各拠点での拡充を進めて事業基盤を強化します。投資額は302億円を予

定しています。

持続可能な社会の実現に向けて

「桜姫®」産地パックによる 
プラスチックごみ削減
　当社グループは、通常はプラスチックトレーに入って販売される

精肉商品の包装材削減を推進しています。量販店向けに提供して

いる国産鶏肉「桜姫」の産地パックは、産地近くの食品工場で真空

パックし、未開封のままで鮮度の高い商品をお客様にお届けでき

る商品です。ノントレーでお客様に商品を販売できるため、プラス

チックごみの削減だけでなく、店舗でのインストアパック業務の省

力化にも貢献しています。
※ 詳しくは、HPをご覧ください。

「桜姫」販売商品
https://www.nipponham.co.jp/sakurahime/package/

WEB
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