
価値創造の源泉

複合系シナジーソリューションを提供できる理由

※1	昭和産業単体
※2	Research（研究）、Development（開発）、Engineering（技術）の頭文字

昭和産業グループの価値創造

穀物
プラットフォーム

新たな価値を提供する
マーケティング力・提案力

多様かつ
多数のお取引先

3つの強みをコアコンピタンスにして私たちは、小麦・大豆・菜種・トウモロコシなどの穀物をプラットフォー
ムとして、幅広い事業領域へ展開してきました。そのなかで培ったもの
は、多様かつ多数のお取引先との信頼関係です。様々な分野のニーズ
に応えること、そして、多種の食品素材を組み合わせて製品を生み出
すことを通して、お客様に新たな価値を提供してきました。この歴史が
複合系シナジーソリューションの提供につながっているのです。

昭和産業グループ 統合報告書 202010

複合系シナジーソリューション
　～お客様と共に新たな価値を創造するために～

代表取締役専務執行役員

中村	圭介

　当社グループは、食品メーカーとして穀物取扱量日本一※1であるスケー

ルメリットを生かし、小麦、大豆、菜種、トウモロコシなど多種多量の穀物

を起点に幅広い事業を展開しています。その活動のなかに、製粉、油脂、糖

質、飼料それぞれの事業分野における、技術ノウハウや提案力といった多

様なスキルと経験を持った従業員らの力の結集により、当社グループなら

ではの価値を創造する無限の可能性があると考えています。この、多種多

量の穀物と多様な従業員のシナジー効果を生かし、日々お客様の声に「お

いしい答え＝ソリューション」をお届けするのが私たちの使命です。

　そのソリューションを生み出すキーワードが、顧客課題抽出の深掘りを

目指す「カスタマーコミュニケーション」と、多種多量の穀物を扱うグルー

プの特長を生かし課題解決を目指す「シナジーコミュニケーション」です。

この2つが融合することで、お客様への単なる商品提案活動ではなく、お客

様にとっての新たな価値を共に創造することが実現できると考えています。

これこそが、当社グループが目指す「複合系シナジーソリューション」です。

　この「複合系シナジーソリューション」の深化に向け、「シナジーコミュニ

ケーション」については、研究、商品開発、生産技術の機能をより柔軟かつ

効果的に発揮すべく、2016年にRD&Eセンター※2を開設しました。３つの

領域（研究・開発・生産技術）と４つの分野（製粉・油脂・糖質・飼料）のスペ

シャリストが集結し課題解決を加速します。「カスタマーコミュニケーショ

ン」については、ますます複雑化する多様で多数のお客様情報に対応し、

迅速・有機的な情報共有を可能にするICT導入を進めています。

　今後も、急速に変化する市場に対応し、顧客課題抽出の深掘りと解決提

案の迅速化に向けた変革を進め、「複合系シナジーソリューション」による

お客様との価値創造を加速・進化させていきます。



価値創造の中心 RD&Eセンター

RD&Eセンターのコンセプトは、「カスタマーコミュニケーション」と「シナジーコ
ミュニケーション」のさらなる活性化と融合です。試作などを通じてお客様と効
果的に交流できる場を設置し、2019年からはWEB会議も活用しています。そこ
で生まれる課題や気づきを、研究・開発・技術の各領域の様々な分野のスペシャ
リストが協働して解決するなど、複合系シナジーソリューションの技術的な礎と
して、また営業部門との連携の力を結集する場となっています。
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研究開発や販売など、様々な場面・方法でお
客様と密にコミュニケーションする機会を大
切にしています。お客様から頂く声を誠実に
受け取りながら、何を本当に求めているのか
という、潜在的なニーズを引き出しています。

ニーズの把握と顧客満足度の向上

お客様のニーズを満たすために、事業領域、
研究・開発・技術などの部門を超えて連携す
ることで、自在にシナジーを発揮しています。

領域や分野を超えた価値の創造

　複合系シナジーソリューションは、「カスタマーコミュニケーション」と「シナジーコミュニケーション」によって創造されま
す。この２つのコミュニケーションを通じて、お客様が本当に求める新たな価値を提案しています。

昭和産業グループが目指す複合系シナジーソリューション

顧客課題抽出の深掘りを目指す

カスタマー
コミュニケーション

グループの特長を生かし
課題解決を目指す

シナジー
コミュニケーション



副産物

糖質事業

油脂食品
事業製粉事業

飼料事業

食品素材のシナジーイメージ

●　	さらにおいしい天ぷら・	
から揚げのために

油脂食品事業では、業務用製
品として食用油だけではなく、
「天ぷら粉」や「から揚げ粉」も
製造、販売しています。
これにより、1つの事業であり
ながら、揚げ物に必要な「油」
と「衣」の最適な組み合わせま
でご提案、ご提供することが
可能です。

●　	加工食品全般の品質向上

1つの事業のみならず、複数の事業による連携提案
も数多くあります。例えば、ケーキや麺など、一見す
ると当社グループからは小麦粉のみをご提供してい
ると思われる製品にも、「油脂」や「糖質」を活用した
品質改善を実現させています。
また、冷凍食品メーカーには、冷凍状態から再調理
した際においてもあるべき品質を実現するため、「小
麦粉」「プレミックス」「油脂」「大豆たん白」「糖質」な
どを幅広くご採用いただいています。
この点が「小麦粉」「油脂」「糖質」などの食品素材だ
けでなく、お客様の最終製品、つまり「お客様の求め
る価値」をご提案、ご提供できる当社グループの強
みであると考えています。

●　	副産物を生かした飼料事業

製粉、油脂食品、糖質の３事業から生
まれる副産物（ふすま、大豆ミール、グ
ルテンフィードなど）は、飼料事業にお
ける配合飼料原料としても活用してい
ます。
また、事業間連携による取り組みとし
て、お取引先の食品メーカーや外食産
業で発生する食品残渣などを飼料原料
として再利用したり、糖質事業の食品
素材を利用して、整腸作用のある混合
飼料や配合飼料を製造・販売するなど、
当社グループならではの配合飼料の提
供を実現しています。

昭和産業グループの価値創造

事業領域を複合して
お客様のニーズを満たすソリューションを提供

3つの事業から生まれる副産物を生かして
飼料事業を展開
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複合系シナジーソリューションの推進

　「カスタマーコミュニケーション」と「シナジーコミュニケーション」を融合し、お客様にとっての新たな価値を共に創造する

活動を実現すること。それが昭和産業グループの目指す「複合系シナジーソリューション」です。そして、実際にお客様と共に

活動するのが製粉事業、油脂食品事業、糖質事業、飼料事業の各事業です。

　当社グループは小麦、大豆、菜種、トウモロコシといった穀物を原料に、小麦粉、プレミックス、パスタ、食用油、大豆たん白、

コーンスターチ、水あめ、異性化糖、ぶどう糖などの幅広い食品素材を製造しています。それらの食品素材を複合的に、独自

に培った応用技術とともにお客様にご提供できることが専業メーカーにはない当社グループの強みであると考えています。

お客様が求める価値を実現するために、食品素材を複合的に提案



ビジネス･ダイアグラム

位置づけ
ビジネス･ダイアグラムは、昭和産業グループの事業領域、お客さまのくらしと社会への貢献領域を表した構成図です。
小麦・大豆・菜種・トウモロコシの つの穀物からのソリューションによって、製粉・植物油・ブドウ糖・冷凍食品・飼料など
を製造・販売し、人びとの身近でおいしい答えをご提供する仕事の全体像を表現しています。

ビジネス･ダイアグラムは、昭和産業グループの事業の全容を、初めての方にもわかりやすく説明する必要のある時に、使用
することができます。

ビジネス・ダイアグラムは、企業ブランドロゴと組み合された形で使用してください。

●　	原料から製品まで、サプライチェーンの一貫体制を構築

●　	ステークホルダーの中心となって連携を促進

●　	事業の垣根を越えて、当社グループのあらゆる製品を提供
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ノウハウを駆使し、潜在的なニーズを満たす新たな製品や仕組みを創出
　当社グループは、これまで培ってきたノウハウを駆使し、新たな製品や仕組みを創出することで、お客様の求める価値を創

造してきました。それは、事業領域はもとより、研究・開発・生産などの部門を超えた、あらゆる連携によって実現しています。

　パン類や麺類、お弁当の揚げ物、さらにはシュークリームなどのデザートまで、コンビニエンスストアに並ぶ食品には、当社グ
ループ各事業で取り扱う製品を幅広くご使用いただいています。
　例えば、うどんや冷やし中華には、「小麦粉」と「糖質（加工でん粉）」などの最適な組み合わせにより、“滑らかでもっちり”した
麺を実現させています。
　多岐にわたるコンビニエンスストアからのご要望に対し、当社グループのあらゆる製品を駆使してご提案することによって価
値を創造し続けていることは、まさに当社グループの「複合系シナジーソリューション」のなせる業です。また、高い品質目標を目
指した取り組みにより、当社グループのソリューションも年々進化を続けています。

　コンビニエンスストア向けパンにおいて、小麦粉やプレミックスなどの原料供給から冷凍パン生地の製造、そして最終製品で
あるパンの生産までの一貫体制を構築しています。
　最適な原料を選定し、パン生地の冷凍から焼成までを見据えた最適な配合と工程でパンを製造し、お客様にお届けするとい
うノウハウを発揮しています。
　具体的には、グランソールベーカリー株式会社の製造ラインを使用してオリジナルの生地開発を行い、焼成時におけるパンの
しっとり感と風味向上を実現させています。このオリジナルの生地は、様々なパンに広く導入されています。効果的なグループ間連
携を実現し、新たな価値創造の最大化を目指しています。

　配合飼料を養鶏業者に販売する一方で、その養鶏業者から鶏卵を引き取り、量販店などに販売するという、配合飼料の販
売から鶏卵の販売までを結び付けた仕組みを構築しています。当社グループが飼料事業のみならず、油脂食品事業を有する
ことで、家庭用食品の販売チャネルであるスーパーマーケットやドラッグストアなどを販売先として開拓することが可能です。	
　また、当社グループが中心となり、養鶏業者から鶏糞を肥料として稲作農家に提供し、生産さ
れた米を飼料用米として稲作農家から購入するという「耕畜連携」を推進しており、稲作農家の
顔が見える安全・安心な原料としての意義とともに、食糧自給率の向上にも寄与しています。
　養鶏業者・稲作農家・消費者というステークホルダーの皆様方を当社グループがつなげ、この鶏
卵の仕組みを複合系シナジーソリューションとして実現しています。
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インプット

強み

進化に向けた
取り組み

●		植物由来食品の開発およびアグリビジネスへ
の挑戦の成功に向けた活動推進、オープンイノ
ベーションの強化

●		環境に配慮したライフサイクルアセスメント
（LCA）設計技術の強化

●		サプライチェーンマネジメントの強化（環境・人権へ
の配慮、安定的な調達活動、調達リスクの分散）

●		グループ穀物サイロ会社（名古屋埠頭サイロ株式	
会社、鹿島サイロ株式会社、志布志サイロ株式会社）
との連携によるBCP（事業継続計画）対策の強化

●		研究開発人材
●		技術の蓄積とRD&Eセンター（基盤技術・商品
開発・生産技術）

健康、おいしさ、簡単便利（時短・簡便）
など多様なお客様の価値に対応した製
品・サービスを穀物の力を最大限に引
き出しながら生み出しています。

多種多様な原料となる穀物を安定的・効
率的に調達しています。日本有数の穀物サ
イロを保有し、食糧の安定供給に貢献して
います。

●		食品メーカーでトップクラスの	
穀物サイロ保管能力	 36.5万t※

●		食品メーカーでトップクラスの	
荷揚げ能力	 2,750t／ｈ※

●		サプライヤーとの信頼関係

●		多様な分野の技術者が協働することによるシナジー
●		長年のお客様との協創のなかで蓄積された、多種
多様な素材・製品を生かすアプリケーション設計ス
キル（レシピ開発スキル）

●		プロフェッショナル制度による研究開発部門と生産
部門を結ぶ人材の育成

●		食品メーカーとして穀物取扱量日本一
●		工場（鹿島、神戸、船橋）に専用バースと穀物サイロ
を保有

●		多種多様な穀物を取り扱うことによる効率的な原
料調達（複数穀物の合積みによる調達本船の大型
化など）

昭和産業グループの価値創造

※昭和産業単体

昭和産業グループ 統合報告書 202014

バリューチェーンにおける強み

研究開発   
（研究開発・生産技術） 原料調達   

（原料調達・輸送・保管）



●		ICTを活用した生産性向上	
（より効率的な多品種少量生産、生産リード	
タイム短縮など）

●		BCP対策の強化（設備効率の追求など）

●		より全体最適を実現する事業戦略立案に必要な事
業ポートフォリオマネジメントの強化

●			ICT活用による、需給精度向上などによる在庫圧縮
と食品ロスの削減

●		BCP対策の強化	
（運転手不足への対応、感染症対策など）

昭和産業グループ全体で、製品の安全・安
心、品質、コスト、納期、配送を考慮した、最
適な生産を実現しています。

多種多様なお客様の課題（ニーズ）を発掘し、最適な
製品と、よりよい解決策をお客様にご提案しています。
また、多種多量な製品の需給管理、配送を販売と生
産が連動した一体的管理により行い、的確かつ効率
的にお客様にお届けしています。

●		食品メーカーでトップクラスの	
穀物サイロ保管能力	 36.5万t※

●		食品メーカーでトップクラスの	
荷揚げ能力	 2,750t／ｈ※

●		サプライヤーとの信頼関係

●		工場（鹿島、神戸、船橋）
●		グループ会社生産工場（敷島スターチ株式会社、	
奥本製粉株式会社	など）

●		従業員との信頼関係

●		多種多様なお客様
●		顧客課題解決型営業体制
●		3工場＝物流拠点
●		お客様（消費者）との信頼関係

●		食品コンビナート化による当社グループ独自の効率
的な一貫生産

●		鹿島工場の立地（鹿島臨海工業地域というサプラ
イチェーンが集中する地域に立地）

●		製粉（電力主体）と油脂・糖質（熱源主体）を併せ持
つ工場ならではのエネルギー高効率活用

●		当社グループ独自の食品安全・品質マネジメント	
システム（FSQMS）運用による安全・安心

●		お客様および研究開発と密接に連携し、課題解決
提案を実現する営業体制

●		穀物プラットフォームと多様なお客様との組み合わ
せのなかで生まれる新たな価値創造（複合系シナ
ジーソリューション）

●		多種多様な製品の合積みによる効率的な配送シナ
ジーソリューション

●		様々な共同配送の実現
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生産 販売（マーケティング・販売・
需給管理・配送）




