昭和産業グループの価値創造

社長メッセージ

今回の新型コロナウイルス感染症によりお亡くな
りになられた方々に謹んでお悔やみを申し上げます
とともに、罹患された方々、影響を受けられた皆様
に心よりお見舞い申し上げます。また、感染拡大防
止にご尽力されている医療関係をはじめとした多く
の皆様に心より感謝申し上げます。
当社グループの多様な事業活動を通じて社会的
な課題の解決に貢献していく「CSV」の考え方に基
づき、現在掲げている長期ビジョンへのあゆみをさ
らに進めることで皆様の支援に全力で努めていくこ
とをここにお約束いたします。

代表取締役社長執行役員
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“穀物ソリューション・カンパニーNext Stage”

長期ビジョンは
「確立」
のステージへ。
“社会からの共感”と“成長”を同じベクトルに位置付け、
持続的な成長を目指していきます。
Q1

昭和産業グループは社会にとってどのような役割を担っているのか

A1

すべてのステークホルダーに
「満足」
を提供する
「穀物ソリューション・カンパ
ニー」
として、豊かな食生活をお届けし続けること

当社は、1936年、当時の食糧不足や凶作で疲弊した農

と自負しています。会社の規模や派手さは他の大手専業

村を目の当たりにした創業者の伊藤英夫が“日本の農業を

メーカーと比べるとやや見劣りするかもしれませんが、創

支えたい、
「食」を通じて日本を豊かにしたい”という熱い思

業時の思いに立脚した事業活動により、当社グループ独自

いを抱き、
「農産報国」を旗印に立ち上げた会社です。

のビジネスモデルである「複合系シナジーソリューション」

それから84年間、私たちは、創 業 者の志を受け継ぎ、
「人々の健康で豊かな食生活に貢献する」というグループ経
営理念のもと、
穀物加工をベースに
「食」
に対する3つの
「不」
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（P.10～13ご参照）を確立していることは、当社グループの
大きな強みであると考えています。
また、変化の激しい時代だからこそ、あらためて「共感」

（不満、不足、不安）の解決を目指して、ビジネスの可能性

というキーワードに注目したいと思います。SNS（ソーシャ

を追求し続けてきました。そして、現在では、食品メーカー

ルネットワーキングサービス）が発達した現代社会におい

として日本一の穀物取扱量を誇る強みを生かし、穀物をプ

ては、消費者の皆様に商品を選択していただくときに、商

ラットフォームとする非常にユニークなビジネスモデルを確

品そのものの価値だけでなく、その商品を開発した背景や

立しています。

思想、事業の社会的意義、多くの人々が良いと薦めるから

大地の恵みである小麦、大豆、菜種、トウモロコシなど

といった、商品を生み出す会社そのものの存在に対する
「共

の穀物を小麦粉、プレミックス、植物油、糖化製品、配合

感」が重視されています。これに対し、どのように価値を提

飼料などに加工し、皆様の食卓にお届けする
「穀物ソリュー

供し続けていけるかという感度を高く持ち続けることが必

ション・カンパニー」としての確固たるポジションを生かして

要です。その結果として、消費者の皆様からの「共感」を得

「食」の基幹産業の中核にあり続けていく決意は、創業以

ることができるのではないでしょうか。これから先も当社グ

来、一貫して変わることはありません。これまで培ってきた

ループは社会から必要とされる企業としての存在意義を発

経験、ノウハウや強みを踏まえながら、堅実かつ多角的な

揮していくために、そのためのアンテナを高くしておくこと

経営スタイルを貫く当社グループならではの安定感がある

は、今後の成長に不可欠であると考えています。

Q2

長期ビジョン
「SHOWA Next Stage for 2025」
で描いたありたい姿、
その背景とは

A2

様々な変化をとらえ、
「食」
をテーマに新たな価値をお届けする企業として
持続的成長を実現していくこと

変化の激しい時代にあって、当社グループの事業を取り

大きく変化し、さらに、新型コロナウイルス感染症の影響も

巻く環境はこの長期ビジョンを打ち出してからの3年間で

あり、社会構造自体が変化したことによる新たな価値観も
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生まれています。気候変動や世界人口の増加と、日本にお

とで、他の専業メーカーとは異なる総合食品メーカーとし

ける少子高齢化社会の進行や、労働人口減少などの市場

て、世界でも類を見ない極めてユニークなビジネスモデル

環境の変化に加え、ICT（情報通信技術）などの情報技術

を確立しています。
「多様かつ多数のお取引先」
「新たな価

の飛躍的な進歩により、
食生活や消費行動、
つまり
「食」
シー

値を提供するマーケティング力・提案力」
「穀物プラット

ンのさらなる多様化が予想されます。このような経営環境

フォーム」
という３つの強みをコアコンピタンスとして、様々

の変化に対し、新しい機軸により積極的に「食」のニーズへ

な分野でのオープンイノベーションを視野に、
これまで培っ

の高まりをとらえにいくことで、長期ビジョンで掲げたあり

てきたユニークなビジネスモデルの範囲を最大化していく

たい姿（P.16ご参照）の実現を加速させたいと考えていま

ことで、成長スピードを加速できると考えています。

す。加えて、目指すESG経営を確立し、社会に役立つ会社

また、長期ビジョンは、当社グループのありたい姿の実

として、
「この会社はいいね」
「社会にとって必要だ」と認識

現にドライブをかける羅針盤機能、変革機能、夢機能とし

していただける会社として、持続的な成長も合わせて実現

ての役割を持たせているため、2025年度のゴールとして、

したいと考えています。これこそがまさに、すべてのステー

連結売上高4,000億円、連結経常利益200億円を目指す、

クホルダーに満足を提供する当社グループが目指す“穀物

という極めてチャレンジングな目標を設定しています。そし

ソリューション・カンパニー Next Stage”におけるありたい

て、グループ総合力のさらなる深化やイノベーションの創

姿にほかなりません。

出を目指すとともに、従業員一人ひとりの意識変革にも取

2025年 度を最 終 年 度とする長 期ビジョン「SHOWA

り組んでいきます。

Next Stage for 2025」は、2020年4月から「確立」を目
指す2nd Stageに入りましたが、例えば、各国市場では、
モノ消費からコト消費への移行、嗜好の多様化、健康志向
といったトレンドがより顕在化しています。国内はもちろ
ん、海外において、特にアジア新興国などでは中間所得層
のお客様が増加傾向にありますが、これらの変化は、多様
化する「食」シーンを彩る多角的な事業を展開している当
社グループにとって事業創出の機会であり、新たな領域や
エリアを開拓するなど、ビジネス拡大への感度をより一層
高めていきたいと考えています。また、消費スタイルの変化
によるお客様の課題にお応えし続けることを通して、社会
的課題と顧客課題の両軸から新しい価値を創出する力や、
「食」シーンを彩る新たな提案力の強化を図っていきます。
そして、長期ビジョンの1st Stageで実現した収益基盤の
安定化については、さらなる盤石化を実現するため、次の
成長を牽引する事業への戦略投資を行うなど、2nd Stage
「SHOWA New Value Creation」を基本コンセプトとし
て、新たな価値創出についてグループ全体のベクトルを合
わせて取り組んでいきます。
長期ビジョンの2nd Stageの戦略（P.16～25ご参照）に
ついては、その実現可能性に確かな手応えを感じています。
当社グループは、多量の穀物を海外から調達し、最終製品
まで自社の設備を活用し、一貫した生産体制を構築するこ
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Q3

「中期経営計画20-22」
の重点テーマと取り組みについて

A3

「足場固め」
から
「確立」
のステージを目指し、基本戦略の重心を変化

長期ビジョンの1st stageである「中期経営計画17-19」

続き取り組みます。一方、コモディティ化によって他社との

では「足場固め」をテーマに、
「基盤事業の強化」と「事業

差別化が難しくなった事業分野については、選択と集中の

領域の拡大」に取り組み、収益基盤の安定化を実現するな

観点から、事業ポートフォリオの入れ替えを積極的に行っ

ど、ほぼ予定通りの成果を出すことができました。2020年

ていきます。

度 からスタートした2nd Stage「 中 期 経 営 計 画20-22」

また、当社グループの基盤事業と親和性のある分野へ事

（P.16～25ご参照）では、
「確立」をテーマに、基本戦略の

業領域を拡大させることによる成長戦略を実行していきま

重心を大きく変化させています。基盤事業の強化について

す。2020年度は、米油事業に強みを持つボーソー油脂株式

は引き続き注力していきますが、目まぐるしく凄まじいス

会社を連結子会社化することなどで、既存事業とのシナジー

ピードで変化する経営環境や時代の流れをとらえ、柔軟か

効果による製品開発力と市場競争力の強化を図っていきま

つ迅速に新しいチャレンジに取り組む企業グループとして

す。事業領域の拡大施策としては、アジアを中心とする新興

社会からの「共感」を得るためには、変化させるべきポイン

国での市場開拓や販売拡大への施策を推進していきます。

トを明確に打ち出していかなければなりません。

さらに、今後の成長が見込める新たな事業領域として、

「中期経営計画20-22」の重点テーマとして、マーケット

アグリビジネスに挑戦します。2020年12月には、食品メー

イン、プロダクトアウトの融合による当社グループならでは

カーとして培った技術を生かして、人工光型の植物工場の

の付加価値の高い商品の提供や、ASEAN・台湾など海外

実験プラントを鹿島第２工場内に建設し、3rd Stageでの

事業の拡大にさらに取り組むことで、着実な伸長を目指し

本格生産に向けた実証実験を進めていきます。このほか、

ていきます。基本戦略については、グループ会社間の連携

事 業 活 動を通じたESG経 営の 推 進や、人 事 制 度・ICTと

強化によるサプライチェーン改革、IoTなど最新技術を活

いったコーポレートプラットフォームの再構築など、経営基

用した生産能力増強とソリューション提案の強化、および

盤の強化について優先度を上げて取り組んでいきます。

高付加価値商品の開発などにより、基盤事業の強化に引き

財務面については、1st Stageにおいて堅実にキャッシュ・
フロー創出に取り組んできたことで、財務基盤は大幅に改善
し、企業としての体幹力が強化されました。2nd Stageにお
いては、定量目標として「売上高2,800億円、経常利益130
億円、ROE9.0％以上」を掲げ、今後注力する事業分野を中
心に、将来の企業価値の源泉となる生産能力増強やM&Aな
ど、積極的かつ継続的に投資を実施していきます。
「食」という人々の生活に欠かすことのできない事業を担
う当社グループにとって、今回の新型コロナウイルス感染症
の流行が事業に及ぼす影響として、リスクマネジメントの重
要性について再確認しました。従業員一人ひとりの健康と
安全を確保しながら事業を継続させ、
「食」の安定供給とい
う社会的責務を果たすために、将来に向け、予測されるリ
スクが企業活動に与える影響を最小限に抑えられるよう、
対応し続けていくことが重要だと考えています。
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Q4

経済的価値と社会的価値の両立を実現するESG経営とは

A4

社会的課題を解決する３つの重点項目の実行とガバナンスの
推進で、企業価値の向上を実現

当社グループは、行動指針「SHOWA魂（だましい）
」の
もと、様々な事業活動を通じたブランド力の向上や付加価
値の向上などの経済的価値と、持続可能な社会と環境の
※

し、性別・年齢・経験などの属性に関係ない、多様性向上へ
の取り組みに注力していきます。
人材育成の観点では、社内講師による全従業員を対象と

両立を実現させるCSV 視点で、社会的価値の創出とその

した教育システム「昭和塾」や、技術部門の人材交流を目的

貢献について積極的に推進しなければならないと考えてい

とした「プロフェッショナル制度」など、当社グループ独自

ます。食品（穀物）を生み出す大地とその環境を守り、それ

の人材育成制度により、新たな価値を創出できる“人材力”

を最大限有効活用して無駄にしないこと、そして原料調達

の向上に努めていきます。

から消費までのバリューチェーンのなかで新たな価値を提

ガバナンスについては、事業ポートフォリオ管理体制の

供していくことを基本に、社会的課題を解決する取り組み

強化、リスクマネジメントの強化、新規グループ会社との迅

を通して企業価値をさらに高めていく考えです。

速なPMI推進などにより、グループ全体の統括体制の強化

当社グループのESG経営の考え方は、SDGs（持続可能
な開発目標）などの長期視点で解決すべき社会的課題と、

を図っていきます。
また、コロナ禍における在宅勤務（テレワーク）をきっか

中期経営計画3カ年という時間軸で取り組む課題を、長期

けとして、働き方や生活様式に対する意識の変化が生まれ

ビジョンにおける３つの重点項目、
「環境への配慮」
「穀物ソ

ています。企業文化や労働への意識に変革を生むチャンス

リューションの進化」
「従業員の活躍推進」として整理して

としてとらえ、
「当社グループはどうあるべきか」についてあ

います。

らためて検討する必要性を感じています。

ダイバーシティ経営の推進については、従業員一人ひと
りの活躍を認め合う組織風土のもとで新しい働き方を志向

※ CSV（Creating Shared Value：共通価値の創造）
：企業が本業を通じ、企業
の利益と社会的課題の解決を両立させることによって社会貢献を目指すこと

Q5

昭和産業グループが大切にしていることとは

A5

すべてのステークホルダーから“共感”していただける会社として
持続的に成長していくこと

「食」の基盤となる製品を提供する当社グループにとっ

をキーワードに、
「SHOWA New Value Creation」を共通

て、
“安全・安心な製品を安定的に提供する”こと、
および
「医

のゴールとして、グループ全体で意識改革に取り組みます。

食同源」を肝に銘じつつ、持続的に健康で豊かな「食」を実

本報告書において、当社グループの夢の実現への道筋と

現していくことは、これから先も揺らぐことのない私たちの

成果について、財務・非財務情報ともに、中長期視点での

最大の使命であり、社会的責務ととらえています。この使命

価値創造プロセスを皆様にしっかりとお伝えしていきます。

を果たしていくためには、全従業員が同じ方向を向いて夢

経営の透明性をさらに高めていくことによるステークホル

を共有することが重要だと考えます。
「中期経営計画20-

ダーの皆様からの信頼醸成と、積極的な対話によるパート

22」基本コンセプトのサブタイトル「SHOWAだからできる

ナーシップの構築、推進にも注力していきます。

新たな価値とは」には、従業員一人ひとりが自分の役割を

当社グループは、
「 先を見据え、挑戦と創造の精神で事を

認識しながら、新しい価値について考え抜いて行動しても

成す」という創業以来の不屈のDNAのもと、これからも人々

らいたいという意識改革の思いを込めています。また、お客

の健康で豊かな食生活に貢献し続ける会社として、すべての

様からの期待に対しては、
「様々なソリューションを提案しま

ステークホルダーの皆様からの期待を超える挑戦と成長を

す」
「シナジーの進化をお約束します」
「どうぞお任せくださ

積み重ねながら、鋭意邁進していきます。

い」という思いでお応えしていけるよう、
「創造（Creation）
」
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