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安全・安心で高品質な製品の提供
全てのお客様に安全・安心で高品質な製品を提供します。

食品安全・品質基本方針

CSR行動規範❶

安全・安心に対する取組み

非リスク3原則に基づく取組み

問題のあるものを持ち込まない

食品安全・品質マネジメントシステム

この3原則を確実に実行していくために、「HACCP※1」
を柱として「ISO22000※2」「FSSC22000※3」「ISO9001※4」

「AIBフードセーフティシステム※5」を包括した当社独自
の「食品安全・品質マネジメントシステム」を運用して
います。

製品回収など緊急時の体制強化

不測の事態で製品の安全・安心の懸念が生じる場合に
備えて、製品回収の仕組みを構築しています。

万一の際は緊急製品安全委員会で対応を検討し、健康

被害や法令違反が疑われる場合は、商品の回収を決定し、
社告やホームページなどで開示する体制をとっています。

原材料の受け入れ時の取組み

主原料の生産状況の情報収集、原料の特徴に応じたモ
ニタリング検査、受け入れ時の検査を徹底しています。
また、副原料については、品質保証書を精査して安全・
品質の確認を行うとともに、製造工場の現場調査を通し
て、当社の安全の考え方を理解した上で、改善に取組ん
でいただいています。また、容器包装資材も同様の方針
で確認しています。これらを継続的に行い、さらなる安
全・安心および品質の向上に努めていきます。

副原料サプライヤーのチェックリスト（抜粋）

・品質保証マネジメントシステム
・CSR 推進状況
・使用原材料の受入管理体制
・製品の工程管理・合否判断・品質管理・表示確認・トレー

サビリティ・フードディフェンスなどの体制
・従業員の衛生管理・教育体制

※1…HACCP（Hazard Analysis Critical Control Point）管理：原料の入荷
から製造・出荷までの全ての工程において、重要管理点を特定して、そのポ
イントを継続的に監視し、人に危害を与える製品の出荷を未然に防ぐシス
テムです。

※2…ISO22000：安全な食品の生産、流通、販売を目的とした食品安全マネジメ
ントシステムの国際規格です。

※3…FSSC22000：FSSC（Food Safety System Certification）22000：
ISO22000をベースに、食品安全を担保するために遵守すべき事項を明確
化した食品安全システムの国際規格です。

※4…ISO9001：品質マネジメントシステムの国際規格です。
※5…AIB（American Institute of Baking）フードセーフティシステム：安全

な食品を製造するためのガイドラインであるGMP（適正製造規範）を重視
した「AIB食品安全統合基準」に則り、外部監査員が工場の現場検査を行う
仕組みです。2009年1月より、フードディフェンス（食品防御）の考え方も
取り入れた新基準が適用され、以下の5項目の観点から監査が行われます。
●作業方法と従業員規範　●食品安全のためのメンテナンス　●清掃活動
●総合的有害生物管理　●前提条件と食品安全プログラムの妥当性

原則
1

リスクマネジメント
事業におけるリスクに適切かつ迅速に対応していくことで、持続的な発展を目指します。

リスクマネジメントの体制と活動

昭和産業グループでは、企業経営に対する重大なリス
クに適切かつ迅速に対応するために、リスクマネジメン
ト委員会を設置しています。委員会では昭和産業グルー
プ全体のリスクを総括的に管理しています。また、緊急
事態が発生した際の対応については、その連絡体制・行
動指針などを規定によって明確にしています。

◉ リスクマネジメント体制図

昭和産業グループは、企業活動のあらゆる場面におけるリスクを継続的に分析し、社会、環境及び企業経営に対して大きな影響をおよぼ
すリスクに適切かつ迅速に対処することで、社会から信頼の得られる企業グループとして、持続的に発展していくことを目指します。
● リスクを定期的に分析し、対応施策を適切に実施します。
● 重大なリスクに対しては、対応組織を定め、その予防施策を計画的に実施します。
● 危機発生の際は、対応組織を編成し、安全確保と環境汚染防止を最優先に行います。

リスクマネジメント基本方針

経営に重大な影響を及ぼす可能性があるリスク
●穀物原料調達

小麦、大豆、トウモロコシなどの穀物原料の調達は、穀物
相場、為替相場、輸送運賃などの変動、気候変動の影響を受
けます。
●製品安全

製品の安全には設備投資や組織整備など万全の体制を構築
していますが、食に関する社会的事件や病気の発生などの影
響を受ける可能性があります。
●大規模災害

耐震補強や訓練など災害対策を講じていますが、想定以上の
大規模災害が発生した場合に被害を受ける可能性があります。
●情報管理

ウィルス対策やシステム運用体制の整備を継続的に行って
いますが、万一想定外のウィルスや不正アクセスなどがあっ
た場合に被害を受ける可能性があります。

●資産運用
退職給付費用、退職給付債務の運用や、当社の保有してい

る株式は、社会情勢などの変化の影響を受け、当社の財政状
態に影響を与えることが考えられます。
●パンデミック※

BCPなどにより、世界的な感染症拡大への対応方法を定め
ていますが、予想を超えた規模でのパンデミックが発生した
場合に経営成績などに影響を受ける可能性があります。
※パンデミック：感染症などの世界的、広域的な流行のことです。

●事業継続計画（BCP）への取組み
自然災害などあらゆる緊急事態を想定したリスクマネ

ジメント体制を構築するとともに、BCPマニュアルを策
定し、防災および事業継続対策に取組んでいます。BCP
マニュアルでは、BCP運営体制、非常時の体制、災害備
蓄、ITシステムのバックアップ対策、大規模地震・パン
デミック対策などについて定めています。

●日本政策投資銀行「DBJ BCM格付」の取得
当社は、日本政策投資銀行の「DBJ BCM格付」を

2017年3月に取得しました。同格付は、防災および事
業継続への取組みが優れた企業を評価・選定するもので
あり、当社は、「ハード面の対策強化と従業員の防災意
識の向上、堅牢な初動対応体制の構築」、「事業継続性を
高めるための戦略的な代替生
産体制の整備」、「情報インフラ
に起因する事業中断リスクの低
減」が高く評価されました。

●海外危機管理マニュアルの制定
海外における役員および従業員の安全を確保し、緊

急時に迅速な組織的対応を図るため、「海外危機管理マ
ニュアル」を定め、運用しています。

❶昭和産業グループが製造・販売を行うすべての製品・商品について、食品衛生法などの関係法令を遵守します。
❷製品の安全性を確保するために、常にお客様の視点に立ち、製造設備・機器の衛生管理の向上と信頼性の確保に努め、HACCP管理※1 

に基づき食品汚染等の危害発生を防止します。
❸不測の事態が生じた場合は、お客様の安全を最優先に考えて、危機管理対応ルールに則った、迅速かつ透明性の高い行動を取ります。
❹原材料の入庫から製品の製造・出荷・流通に至る、全段階での品質管理の向上と、トレーサビリティーの確保を図り、製品事故の未然

防止に努めます。
❺市場やお客様のニーズを捉え、昭和産業グループの特徴を活かした価値の高い製品の開発に注力します。

非リスク3原則
❶ 原材料の調達段階：問題のあるものを持ち込まない
❷ 工場の製造段階：問題のある製品を作らない
❸ 出荷の段階：問題のある製品を持ち出さない

ＣＳＲ行動規範 ＣＳＲ委員会

リスクマネジメント リスクマネジメント委員会

リスクマネジメント基本方針 基本方針に基づき活動

リスク評価 体制整備 リスク対策
（訓練など）
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CSR行動規範❶ 安全・安心で高品質な製品の提供

問題のある製品を作らない 問題のある製品を持ち出さない原則
2

原則
3

現場重視の監査活動　

毎年度、「食品安全・品質マネジメントシステム」に
よる自社工場およびグループ会社の監査活動を進めてい
ます。現場を回り、工程管理や記録の状況、設計通り安
全で高品質の製品が安定して製造されているかチェック
します。問題点が見つかった場合は、原因を突き止め、
仕組みを改善します。国内は、原則として毎年内部監査
を実施するようになっております。海外に対しては指導
を行っています。2016年度は国内16拠点、海外1拠
点について実施しました。

グループ会社との品質管理に関する技術研修会

安全な製品をお客様に届けるため、食品製造を行っ
ているグループ会社の品質管理担当者が集まる研修会
を開催しています。2016年度は、12社24名の参加
者全員で田中製餡の製造・品質管理の現場を視察し、
改善提案に向けての各社の課題などの情報交換を行い
ました。また、製粉関連のグループ会社の品質管理担
当者を集めて、小麦粉の品質検査などの研修も実施し
ました。その他のグループ
会社についても、品質管理
担当者により分析検査精度
の確認および力量評価を行
い、技術の向上を図ってい
ます。

海外関連会社への衛生・品質向上の取組み

食品製造を行っている海外関連会社に対して、生産・
開 発・ 品 質 保 証 の プ ロ
ジェクトメンバーにより、
衛生・品質に関する現地
での技術指導や国内での
研修を行っています。

物流での取組み

昭和産業の製品のうち、有姿品※1についてはお客様
への直送のほか、流通卸会社の倉庫での保管後に出荷さ
れ、また、バラ品※2はローリー車などにより納入され
ます。自社および流通卸会社に対し、定期的に食品安
全・品質面での管理状況を調査・指導することにより、
サプライチェーン全体での品質保証の協力体制向上に努
めています。

出荷製品の安全対策

ローリー車・専用船で出荷する製品は、工場を出てか
らお客様に納品するまでの間に異物混入などの事故が起
こらないように、タンクに施錠または封印などを施す安
全対策を徹底しています。また、異物混入への対策を施
したローリー車を導入したり、積み込み・積み下ろしの
作業時には専用の作業着を着用するなど、異物混入防止
対策の徹底を図っています。

グループ会社を含む12社の受講者は、3,470名になりま
した。ハード面での取組みとして、自社工場の構内や工
場建屋への従業員以外のアクセスを制限するために入口
の最少化や個人認証システムの導入を行いました。また
工場内部には、画像データを記録・保管できるカメラシ
ステムを導入しています。これらのシステムは、グルー
プ会社での導入も進めています。

フードディフェンス（食品防御）への取組み

人による意図的な食品事故を防ぐ取組みとして、フー
ドディフェンスプログラムを構築しています。ソフト面
での取組みとして、自社および全グループ会社工場従業
員を対象としたフードセーフティとフードディフェンス
の講習会を行いました。2015・2016年度の2年間で、

食中毒・感染症に対する取組み　

従来からの健康管理に加え、食中毒などによる製品汚
染の防止のため、全従業員を対象に、定期的に保菌検査
を実施しています。また、食中毒やノロウィルスなどの
感染症にかかった従業員が食品製造に関わることのない
よう、保菌や疑わしい症状が認められた場合の対応ルー
ルを決めて、運用しています。工場来場者に対しても来
場時に聞き取りによる健康状態の確認、機器による体温
確認などを実施しています。

現場における監査活動

技術研修会

海外での技術指導

●認証制度などの説明は18ページに記載しています。

品質保証部　お客様相談センター　池村 桃佳

お客様相談センターでは、お客様からのご質問に返答するだけではなく、「なぜ電話をくだ
さったか」を考え、お困りごとを解決するためにお客様に寄り添った応対を心掛けています。

応対スキル向上のため、電話応対技能検定による資格取得、ミステリーコール（お客様を装
い、電話応対の実態を把握する調査）の実施、ボイストレーニング、外部講師による研修など
を積極的に受講しています。これらの活動を通じて、お客様との円滑なコミュニケーションを
促進し、顧客満足度の向上に励んでいます。お客様からのご意見やご要望が安全・安心で高品
質な製品の提供には欠かせないと考えており、お客様に一番近い場所にいる私たちから社内に
発信しています。

VOICE 常にお客様に寄り添った対応を

お客様相談センターでの電話応対

ローリー車

昭和産業 取組み状況

鹿島工場

ISO22000
FSSC22000（糖質工場、製油充填工場、潮来ミックス工
場）
AIBフードセーフティシステム（製粉工場、たん白工場、
製油充填工場、穀物サイロ、潮来ミックス工場）

神戸工場

ISO22000
FSSC22000（製油充填工場、ミックス工場）
AIBフードセーフティシステム（製粉工場、ミックス工
場、製油充填工場）

船橋工場

ISO22000
FSSC22000（ミックス工場、パスタ工場）
AIBフードセーフティシステム（製粉工場、ミックス工
場、パスタ工場）

基盤技術研究所 ISO22000

商品開発研究所 ISO22000

本社技術部門 ISO22000

グループ会社 取組み状況

敷島スターチ（株） ISO22000、FSSC22000

奥本製粉（株） ISO22000、AIBフードセーフティシステム（製粉工場、
ミックス第一工場、二色工場、パスタ工場）

木田製粉（株） ISO22000、AIBフードセーフティシステム

（株）内外製粉 ISO22000、AIBフードセーフティシステム

セントラル製粉（株） ISO22000、AIBフードセーフティシステム

昭和鶏卵（株） ISO9001（三芳事業所）

昭和冷凍食品（株） ISO22000、FSSC22000

（株）ショウレイ ISO9001

田中製餡（株） ISO22000

東葛食品（株） ISO9001

※1有姿品：袋やボトルなどに詰めた製品
※2バラ品：有姿品以外のローリー車やコンテナなど大容量で供給する製品

◉ 認証取得・国際的基準への取組み状況（2017年3月現在）
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