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１-1．日本ハム株式会社の概要
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商号 日本ハム株式会社

設立 1949年5月30日

本社 大阪市北区梅田二丁目4番9号ブリーゼタワー

資本金 36,294百万円

株主総数 26,202人

従業員数 単体：2,252人 連結：29,390人

グループ会社数 89社(国内：57社、海外：32社)

*資本金、株主総数、従業員数は2021年3月末日現在。従業員数は平均臨時雇用者数含む。

*グループ会社数は2021年4月1日現在。日本ハム株式会社は含まず。

代表取締役社長

はた よしひで

畑 佳秀



1-2. 売上構成比(2021年3月期業績より)
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ハム・ソーセージ
1,324 億円

11.3%

加工食品
2,236 億円

19.0%

食肉
6,729 億円

57.2%

水産物
769 億円

6.5%

乳製品
320 億円

2.7%

その他(球団事業含む)
384 億円

3.3%

売上高
1兆1,761億円

※億円未満を四捨五入しております



1-3. 主な事業と強み①
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バーティカル・インテグレーションシステム
国内外の自社農場及び工場にて生産・飼育から処理・加工～
販売まで一貫して自社で手掛ける独自のシステム

食肉事業価値創造を支える
独自のサプライチェーンを構築 国内食肉販売量シェアNo.1

➢ ニッポンハムグループの売上高の50％以上を占める
➢ バーティカル・インテグレーションシステムを構築
➢ 取扱商品：牛肉、豚肉、鶏肉、その他畜種

●主な食肉ブランド

牛肉 豚肉 鶏肉

生産・飼育 処理・加工

荷受・物流マーケティング・
販売

量販店・

外食店

16.1%

牛肉
19.9%
豚肉

22.2%
鶏肉

●日本国内の食肉販売シェア

2021年3月現在 当社調べ



1-4. 主な事業と強み②
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海外事業加工事業

●日本で培った知見・技術を活かし、
「食べる喜び」を世界の皆様に
➢ 海外18の国・地域、全87拠点で展開(2021年4月現在)
➢ 取扱商品：牛肉、鶏肉、豚肉、ハム・ソーセージ、

加工食品、水産品、エキス調味料など

●お客様視点を生かした開発力

➢ ニッポンハムグループの創業事業
➢ 商品に多数のカテゴリーNo.1ブランドあり
➢ 取扱商品：ハム・ソーセージ、加工食品、水産品、乳製品、

エキス調味料など

●主な商品 ●主な事業内容と取扱商品

ウインナーカテゴリー
No.1 (29年連続*)

チルドピザカテゴリー
No.1(19年連続*)

チルドワンクックカテゴリー
No.1 (11年連続*)

*出典：インテージ㈱SCIデータ

鶏の生産・処理・加工・販売
〔トルコ〕エゲタブ

牛の処理・加工・販売
〔ウルグアイ〕BPU

水産品の製造・販売、
食肉の販売
〔チリ〕NHフーズ・チリ

食肉加工品の製造・販売、
食肉の販売
〔米国〕デイリーフーズ

牛の肥育
〔豪州〕ワイアラビーフ

食肉加工品の製造・販売
〔タイ〕タイ日本フーズ



1-5. その他事業
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スポーツ 研究

中央研究所

食物アレルゲン検査キット 機能性表示食品
「IMIDEA(イミディア)」

Ⅱ型コラーゲン配合
グルコサミン・
コンドロイチンEX

〔サッカー〕セレッソ大阪

〔野球〕北海道日本ハムファイターズ

©CEREZO OSAKA
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2-1. 業績（2022年3月期 第3四半期）
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第3四半期累計は、
増収増益

➢ 増収要因：牛肉販売価格の高騰で、
海外事業と食肉事業の売上が拡大

➢ 増益要因：販売価格の高騰で生産コストを
カバーした海外事業が収益を確保

9,030 
9,532 

439 441 

2021.03 3Q累計 2022.03 3Q累計

売上高 事業利益

増減要因

売上高 事業利益

加工事業本部
（増収減益）

外食の回復により、
業務用中心に売上伸長

原材料価格、燃料費、労
務費等の増加でハムソー、
デリ商品事業が減益

食肉事業本部
（増収減益）

輸入食肉事業が販売価格
の上昇で売上伸長

飼料価格高騰で国内生産
事業の利益が低迷

海外事業本部
（増収増益）

世界的に牛肉販売が堅調
だったことで、豪州事業
が好調に推移

牛肉の販売価格が高水準
で推移し、豪州事業で
収益を確保

その他
（増収増益）

有観客でのプロ野球試合
数が増加したことで増収

有観客でのプロ野球試合
数が増加したことで増益
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3-1. Vision2030の位置づけ
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持続可能な社会と企業を実現するため、これからの私たちが目指すべき方向を「Vision2030」、
Vision2030実現に向けて解決すべき社会課題を「マテリアリティ」として特定。

５つの
マテリアリティ

「ありたい姿」に向けて
解決すべき社会課題

Vision2030

2030年における
「ありたい姿」 企業理念

「食べる喜び」

変わらずに追求する
価値

強み

現在の姿

提供価値

食卓に
「おいしさ」

をお届け

品質No.１/
安全･安心

体を構成する
たんぱく質
の安定供給



3-2. グループの想い「2030年におけるありたい姿」
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自社の強みを活かし、優先的に取り組むべきマテリアリティを特定。

3-3. 5つのマテリアリティ
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マテリアリティ 貢献するSDGｓ分野 社会課題

たんぱく質の
安定調達・供給

・たんぱく質の安定調達・供給
・たんぱく質の選択肢の拡大

食の多様化と
健康への対応

・食物アレルギー対応
・健康増進

持続可能な
地球環境への貢献

・気候変動への対応
・省資源・資源循環
・生物多様性への対応

食やスポーツを通じた
地域・社会との共創共栄

・地域社会の発展

従業員の成長と
多様性の尊重

・従業員の働き甲斐の向上
・多様性の尊重



3-4. 各種サミットへのコミットメント表明
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ニッポンハムグループが掲げる
「5つのマテリアリティ」と密接
につながるため、同サミットに対
するコミットメントを表明。

持続可能な食料システムへの
転換に向け、具体的なコミッ
トメントを掲げて取り組む。

東京栄養サミット2021 国連食料システムサミット2021

コミットメント コミットメント

➢ 食物アレルギー関連の出荷金額拡大・新検査キット発売

➢ たんぱく質摂取における選択肢の拡大

➢ 超高齢社会における健康寿命延伸商品の開発と普及

➢ Co2排出量を2013年度比46％以上削減

➢ 2030年度までに使用するパーム油を100％RSPO認証品に

➢ 食物アレルギーの有症者やそのご家族に寄り添い、食事を

中心とした商品・サービスの拡充

日本の畜産業を担う最大の企業グループとして、みどりの食料システム戦略*に賛同。
さらに、関連する各種サミットにもコミットメントを提示。

*みどりの食料システム戦略…食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現する(農林水産省HPより)



3-5. 目標値と取組み事例【環境】
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社会課題 中長期環境目標(～2030年度) 目標数値

気候変動への対応 化石燃料由来のCO2排出量削減 46%以上削減 (対2013年3月期) ※1

省資源・資源循環

水使用量の削減 5%削減 (対2019年3月期) ※2

廃棄物排出量の削減 5%削減 (対2019年3月期) ※2

廃棄物リサイクル率の向上 92%以上 ※3

生物多様性の対応 認証パーム油への切り替え 使用率100％ ※4

取組み事例① 気候変動 取組み事例② パーム油調達

2020年8月にRSPO(持続
可能なパーム油のための
円卓会議)に加盟

2020年6月に「気候関連財務情報開示
タスクフォース(TCFD)」の提言に賛同
し、「TCFDコンソーシアム」へ加入。
2021年度、自社の気候関連リスク・機
会を評価し、その後のシナリオ分析に
向けてシナリオ策定を進めている。

取組み事例③ コンシューマ商品への取組み

※１ 国内事業所対象 ※２ 国内処理･製造工場対象、製造数量あたりの原単位 ※３ 国内事業所対象、廃棄物排出量に対して※４ 国内外拠点、ブックアンドクレーム、マスバランス併用

左記商品に関し、
リサイクル原料約11％使用
(ラベル・ステッカーを除く)



3-6. 取組み事例【人と社会・食とスポーツ】
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Myじんけん宣言

人と社会 食とスポーツ

スポーツ選手対象の栄養セミナー・サポートや地域振興

キャリア教育支援(遠隔授業)

食物アレルギーへの取組み
食物アレルギー対応商
品「みんなの食卓®」
シリーズとして、ハ
ム・ソーセージを始め、
米粉パンやハンバーグ
などを販売。

食品メーカー5社(*)による
協同取組み「プロジェクト
A」を通して、食物アレル
ギー配慮商品の普及やレシ
ピ協同開発、情報発信、啓
蒙活動に取り組む。

2019年7月より、一般
社団法人「プロフェッ
ショナルをすべての学
校に」と連携し、地方
や離島の小学校の子供
たちに「食」に関わる
遠隔授業を開始。

*オタフクソース㈱、ケンミン食品㈱、㈱永谷園、
ハウス食品㈱、日本ハム㈱



3-7. 経営方針
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事業戦略

加工事業本部食肉事業本部 海外事業本部

高次の品質No.１経営 ・ コーポレート･ガバナンス

機能戦略 ビジョン実現に向けたコーポレート機能の強化経営方針4

経営方針1 収益性を伴ったサステナブルな事業モデルへのシフト

経営方針3 新たな商品･サービスによる、新しい価値の提供

経営方針2 海外事業における成長モデルの構築

部門横断推進戦略 事業横断戦略 新規事業 北海道プロジェクト コーポレートコミュニケーション

新規事業･
球団事業



3-8. 戦略例① 社会課題解決に向けた新規事業の創出
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研究開発や商品開発技術などを起点とした、既存事業の課題解決および連携強化、
新規事業の創出。

スマート養豚 代替たんぱく 機能性素材

畜産農家の減少・後継者問題・
経験者の高齢化など

持続可能な畜産業へ

世界人口増加・食の多様化など

代替たんぱくの開発
生産性・おいしさの追求へ

人生100年時代・少子高齢化など

機能性表示食品の
商品化へ

(2021年12月発売)

商品名：IMIDEA



3-9. 戦略例② 北海道プロジェクト
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北海道ブランド
北海道行政や企業

北海道でニッポンハムグループが保有する資産(一例)

日本ホワイトファーム㈱

インターファーム㈱

日本ハム北海道ファクトリー㈱

北海道にある資産を活用し、北海道ブランドを確立するプロジェクト。
北海道内の経済価値と社会的価値向上を目指す。

「北海道」から「全国」へ

HOKKAIDO BALLPARK F VILLAGE



3-10. HOKKAIDO BALLPARK F VILLAGE
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●コンセプト
「スポーツの価値」と「北海道の価値」を融合した
持続可能な街づくりにより、『北海道のシンボル』
となる空間を創造する

●沿革

北海道ボールパーク F ビレッジに関するHP：http://www.hkdballpark.com/

2017年 6月

2018年10月

2020年 1月

2020年 8月

2023年3月 PLAY BALL

名称決定
・ボールパークエリア名
「HOKKAIDO BALLPARK F VILLAGE」
・新球場名
「ES CON FIELD HOKKAIDO
(エスコンフィールドHOKKAIDO)」

新球場建設構想発表

建設地が北海道北広島市に決定

Fビレッジ・エリアビジョンの制定
「PLAY HUMAN.」(プレイ・ヒューマン)



3-11. 数値計画
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11,600

注）2022年3月期のROE、ROICについては、2021年11月5日に発表した『中期経営計画2023進捗説明会』の数値です。



3-12. 中期経営計画2026に向けて
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事業戦略､サステナビリティ戦略を
融合させ、企業価値を最大化

サステナビリティ戦略の深化

➢ 社会･環境に配慮した持続可
能な事業モデルへの転換

既存事業の強化と
事業効率を高める構造改革

➢ 事業基盤・最適生産体制のさ
らなる強化

➢ デジタル活用による効率化と
生産性向上

新規事業および
事業横断プロジェクトが
新たな利益源

➢ グループの強みを活かした新た
な事業領域への拡充

➢ 経営資源を有効活用し､シナ
ジーを最大化する事業横断戦略

➢ デジタルを活用した新規事業ビ
ジネスモデルの構築
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方針：安定配当を基本とし、中長期的な企業価値向上を目的とした最適資本・負債構成の実現に向けた
資本政策の一環として位置付け

3-13. 配当と売上高・当期利益の推移
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配当
(3月期末の年1回)

DOE(株主資本配当率) 2.3% 程度を目安に、安定的かつ継続な配当成長を目指す
※2020年3月期より適用

自己株式取得
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

連結配当性向30％程度 DOE2.3％程度

注）１．2018年3月期以前は株式併合後の数値に置き換えています。
２．配当性向 ＝ 配当総額 ÷ 当期利益
３．DOE(株主資本配当率) ＝ 当社株主資本 ÷ 資産合計 × 100

DOE
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日本ハムの株価推移

3-14. 株価の推移
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【2021年】
年初来高値：5,100   (3/15)

年初来安値：3,905 (10/29)



目次

25Copyright © NH Foods Ltd. All Rights Reserved.（無断転載禁止）

1．基本情報

2．業績（2022年3月期 第３四半期）

3．Vision2030、中期経営計画2023

4．株主優待・イベント



4-1. 株主様ご優待品の推移
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日本ハムは100株(単元株)以上保有の株主様へ、全国のニッポンハムグループから自慢の逸品をお届けしてい
ます。また長期保有株主様に対し、2018年より優待品の拡充を行うなど、様々なご要望にお応えしています。

2018年3月末まで 2018年9月から

アイテム数 6～10品 26～32品

ハム・ソーセージ、
常温商品が中心

ハム・ソーセージ類で
ブロックとアソート品
の品揃え
10,000円相当品には
骨付きハムをライン
ナップ

2018年9月より
食肉製品の
品揃え追加

2019年よりセレッソ大阪
グッズ等取り扱い開始

常温品はレトルト
カレー以外の
品揃え追加

1,500円相当品に
冷蔵品・冷凍品を品揃え

「知って得する株主優待」の
【マイベスト総合ランキング】で

常に上位ランクイン※

※野村インベスター・リレーションズ株式会社出版、
2012年度版以降より

2022年3月末日

100～500株未満
の株主様に対し、
3,000円相当の
優待品を年1回

贈呈へ変更

※全て当時のイメージ商品画像です。取扱終了商品もございます。ご了承ください。
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保有株式数 100株以上500株未満 500株以上

基準日 3月末(9月贈呈予定)
・3月末(9月～11月初旬贈呈予定)

・9月末(翌年3月初旬贈呈予定)

保有年数 ― 3年未満 3年以上5年未満 5年以上

市価目安 3,000円相当 5,000円相当 7,500円相当 10,000円相当

2021年3月末
における

人気優待商品

日本ハムでは「選べるご優待品」をご用意しております。毎回同じ組み合わせはなく、2021年3月のご優
待では500株未満保有の株主様は5点より、500株以上保有の株主様は9点より1点お選びいただきました。

※全て当時のイメージ商品画像です。その他ご優待品の詳細につきましては、弊社ホームページをご参照ください。https://www.nipponham.co.jp/ir/stock_info/yutai/

※ご注意
2021年9月末までは年2回贈呈、
市価1,500円相当の商品。

加工食品詰め合わせ(常温)
(カレー・ハヤシ、鎌倉煮)

伝統のハム・ソーセージ
詰め合わせ

(函館カール・レイモン)

熟成製法ハムセット
(鎌倉ハム富岡商会)

和牛サーロイン ステーキ用
＆和牛すき焼き用スライス

※調理例

https://www.nipponham.co.jp/ir/stock_info/yutai/
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4-3. 株主様とのコミュニケーション

日本ハムでは株主様との双方向コミュニケーションを重視。

「株主総会事前アンケート」を実施
株主総会で報告

様々な株主様向け特典やイベントを検討し、皆様にご提供してまいります。

地域格差のないオンラインイベントの実施
（株主の皆様との対話）

「個人株主様向けオンライン説明会」
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※掲載されている商品画像は、パッケージ変更になる可能性がございます。

見通しに関する注意事項
➢ 本資料は、現時点で入手可能な情報や、合理的と判断した一定の前提に基づいて策定した数値であり、潜在的なリスクや不確実性などを含んで

いることから、その達成や将来の業績を保証するものではありません。

➢ 実際の業績等も本資料における見通し、計画等とは大きく異なる結果となる可能性がありますので、本資料のみに依拠して投資判断を下すこと
はお控え下さい。

➢ 将来における情報・事象及びそれらに起因する結果にかかわらず、ニッポンハムグループは当中期経営計画を見直すとは限らず、またその義務
を負うものではありません。


