
グループ総合力の
さらなる深化

イノベーション創出に
向けた

経営基盤の確立

顧客・社会課題
視点による

解決提案力の向上

昭和産業グループの成長戦略
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「中期経営計画20-22」の方向性

　「中期経営計画20-22」は、“SHOWAだからできる新たな価値”を追求することで

基盤事業を盤石化するとともに、新たな成長事業を育成する「確立」のステージとなります。

昭和産業グループの強みである事業間シナジーの追求と、様々な分野でのオープンイノベーションの推進が必要となります。

商品そのものだけでなく、調達・生産・販売活動など、様々な分野でオープンイノベーションを推進することで、

新たな価値を創出することが当社グループの存続には不可欠です。

　新たな分野（冷凍食品事業の強化や植物由来食品の開発強化、アグリビジネスへの挑戦）や

新たなエリア（ASEANや台湾、中国）で当社グループの強みを最大限に発揮していきます。

　「マクロ環境」「ビジネス環境」「市場環境」の3つの視点

で、当社グループを取り巻く環境について分析しています。

　「新しい機軸によるニーズの高まり」や、「最新技術を

利用した飛躍的な生産性向上」「消費スタイルの変化に

よる新たな領域・地域での市場拡大」を、「中期経営計画

20-22」における新たな事業機会と認識し、各基本戦略

を推進していきます。

SHOWA New Value Creation
～SHOWAだからできる新たな価値とは～

多様化する食シーンを彩る
事業間シナジーの追求とオープンイノベーションの推進により、

新たな価値を創造し、多様な食シーンに貢献する

事業を取り巻く環境

基本コンセプト

少子高齢化の加速
ニーズの多様化
デジタル技術の進展

アジア新興国	
中間所得層の増加
持続可能な社会への	
要請
物流クライシスの深刻化

コモディティ品は価格	
競争激化
モノ消費からコト消費へ
ベジタリアン／	
ビーガン市場の拡大

マクロ環境

ビジネス環境

市場環境

新しい基軸による
ニーズの高まり

最新技術を
利用した
飛躍的な
生産性向上

消費・ライフスタイル
の変化に伴う	

新たな領域・地域での
市場拡大

機会
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財務方針

経営指標

基本戦略

　長期ビジョン2nd	Stage「中期経営計画20-22」の最終

年度の目標値は、「売上高2,800億円」「経常利益130億円」

「ROEは9.0％以上」を設定しています。

　売上高目標については、2021年4月から適用される「収

益認識に関する会計基準」の変更によって、子会社である

昭産商事株式会社などで売上高が減少する見通しであり、

その影響額を踏まえて設定しています。

　当社グループは、経済環境や金利動向を考慮しながら、「金利優位性の高い資金を必要な金額だけ、安定的に調達すること」

を基本方針とし、事業運営上、必要な資金の確保および経済環境の急激な変化に耐えうる流動性の維持に努めています。

　長期ビジョン実現のための資金需要として、将来の企業価値の源泉となる投資については、財務健全性の維持と資本効

率性の向上を考慮しながら、積極的かつ継続的に実施します。

　「中期経営計画20-22」の3カ年累計での営業キャッシュ・フローは520億円を想定しており、株主還元、成長投資、設備投

資に充当します。

　長期ビジョンで掲げる5つの基本戦略は、「中期経営計

画20-22」においても変更ありませんが、基本戦略の重心

が大きく変わります。

　長期ビジョンの1st	Stage「中期経営計画17-19」は、「足

場固め」のステージであり、企業としての体幹を鍛えるため、

「基盤事業の強化」に大きく重心を置きました。

　今回の2nd	Stage「中期経営計画20-22」の基本戦略

の重心は、これまでの「基盤事業の強化」に注力しつつも、

「事業領域の拡大」「社会的課題解決への貢献」へ大きく移

り、それらを支える「プラットフォームの再構築」「ステーク

ホルダーエンゲージメントの強化」についても、1st	Stage

より優先度を高めています。

2019年度	
実績

2022年度	
目標 増減額 伸長率

売上高 2,540 2,800 260 110.2%

経常利益 101 130 29 128.7%

ＲＯＥ 8.0% 9.0%以上 ― ―

基本方針 基本戦略

①基盤事業の強化

②事業領域の拡大

③社会的課題解決への貢献

④プラットフォームの再構築

⑤ ステークホルダー 
エンゲージメントの強化

基盤事業の
盤石化と
成長事業の
育成

確 立

（単位：億円）

成長投資株主還元 設備投資

220億円
配当性向目標

30％程度
自己株式の取得も検討

240億円
● 船橋ミックス新棟建設
● 環境負荷低減設備導入
● 事業ポートフォリオ強化
● M&Aなど

● 老朽化更新
● 品質・安全対策
● 生産性向上

営業キャッシュ・フロー（3カ年累計）

520億円



プレミックス

パスタ

大豆
たん白

食用油

コーン
スターチ

糖化品

小麦粉

配合飼料

小麦

トウモロコシ

菜種

大豆

1

2

3

●　調達：原材料の共同購買によるコスト削減
●　製販：全体最適に向けた製販連携
●　物流：持続可能な物流体制強化

●　生産能力増強と最新技術導入（IoT	など）　

　による生産性向上
●　顧客課題抽出の深掘りと解決提案の

　迅速化

●　マーケットイン、プロダクトアウト融合による	 	 	

　昭和産業グループならではの差別化商品、

　機能性商品の開発
●　オープンイノベーションの活用

基本戦略①

　小麦・大豆・菜種・トウモロコシといった穀物を起点として展開する製粉事業、油脂食品事業、糖質事業をコア事業と

して位置付け、「グループ会社間の連携強化によるサプライチェーン改革」「シェア拡大に向けた生産能力増強・ソリュー

ション提案強化」「高付加価値商品の開発」の３つの戦略を推進していきます。

基盤事業の強化

グループ会社間の連携強化
によるサプライチェーン改革

シェア拡大に向けた
生産能力増強・
ソリューション提案強化

高付加価値商品の開発

昭和産業グループの成長戦略

昭和産業グループ 統合報告書 202020



新プレミックス工場	完成予想図

ニューマチックアンローダー

当社主力工場である鹿島工場の製油、糖質、荷役設備において、機能性製品などの生産能力増強、およびBCP（事

業継続計画）対策を目的とした設備投資を実施しています。

プレミックス生産の強化に向け、船橋工場内においてプレミックス小袋製品の主力工場である船橋パッケー

ジセンターを更新し、新プレミックス工場を建設します。

新プレミックス工場は、労働力不足への対応や競争力確保を目的に、最新の自動化設備やIoTによる高い生

産性と生産リードタイムの短縮、多品種小ロット生産を実現します。また、食品安全についても、これまで以

上に配慮した設計となっており、お客様によりご満足いただける製品の安定的な提供を目指します。

鹿島工場における設備投資（約60億円）

　設備投資の内容

新プレミックス工場建設（56億円）

　スケジュール

　新工場の概要

●　2020年8月	着工　
●　2022年6月	操業開始予定

事業内容 プレミックスの製造・包装

建築面積 鉄骨5階建、延床面積約11,000㎡

生産能力 年間約28,000t（既存比約1.8倍）

製油工場
抽出工程の更新
生産効率向上
2021年3月竣工予定

糖質工場
粉末水あめ生産工程の更新・増設
機能性商品の生産能力向上
2019年11月竣工
生産能力1.3倍

荷役設備
ニューマチックアンローダー※の更新
荷役効率の改善
2020年5月据付完了
電力削減22％

TOPICS

※	穀物をばら積み貨物船より吸い上げて荷揚げする荷役機械
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基本戦略②

　様々な環境変化に対応していくためには、「基盤事業の強化」だけでなく、「事業領域の拡大」が必須の取り組みとなり

ます。基盤事業と親和性のある分野へ事業領域を拡大させることで、成長戦略を実現していきます。

　また、川上から川下まで、Ｍ＆Ａや資本業務提携などによるグループの拡大も一つの手段として、積極的に取り組ん

でいきます。

事業領域の拡大

グループ会社間の連携を強化し、生産ラインや商品構成の見

直しを進め、販売体制についても再構築を図っていきます。

その上で、グループシナジーを生かせるカテゴリーについて

は、M&Aなども視野に入れながら、冷凍食品事業の拡充を

推進していく考えです。

ベトナムにおいて、昭和産業グループ独自の高度な技術やノ

ウハウを生かしたプレミックスを製造・販売しています。今後

は、ベトナムで培った知見を生かし、さらなる展開と新たな

新興国への進出を目指します。

大豆を軸とした大豆たん白食品の開発をさらに進め、単なる

素材メーカーから、大豆たん白をメニューにした加工食品

メーカーへの転換を図ることで、競争優位性のあるバリュー

チェーンの構築を目指します。

製粉事業、鶏卵事業を台湾大成集団と合弁でスタートさせま

す。当社グループの技術力と台湾大成集団の販売力・マネジ

メント力を掛け合わせることでシナジーを発揮し、さらなる

事業の拡大を図ります。

加えて、これらの事業と関連する分野に事業領域を拡大する

ことで、台湾における事業基盤の強化を図ります。

鹿島第二工場内に植物工場の実験プラントを建設し、3rd	

Stageでの本格生産に向けた実証実験を繰り返しながら、ア

グリビジネスの育成を進めます。

また、循環型社会に対する意識が高まっているなか、将来の

企業価値向上に向けた取り組みとして、ESG経営の観点から

のバイオマス利用技術の研究を推進します。

小麦粉やふすまなどの製粉関連では収益の安定化、天ぷら粉

やから揚げ粉などのプレミックス関連では生産・販売アイテ

ムの拡充と販売エリアの拡大を図り、中国国内でのさらなる

成長を目指します。

消費スタイルの変化に伴う国内外の新たな領域・地域での市場拡大

冷凍食品事業の強化 ASEAN

植物由来食品の開発強化 台湾

アグリビジネスへの挑戦

中国

●			グループ冷凍食品会社の連携による	 	 	
体質強化と領域の拡大

●			プレミックス事業の拡大
●			新たな新興国への進出

●			大豆を軸とした植物たん白食品の開発
●			機能性食品素材（健康・美）の開発

●			製粉事業╱鶏卵事業の事業拡大
●			新規事業領域への参入

●			植物工場実験プラントの建設╱運営
●			バイオマス利用技術の研究強化

●			生産╱販売体制の見直しによる収益向上

昭和産業グループの成長戦略
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国内市場 海外市場



ボーソー油脂株式会社の完全子会社化

農業生産に対する「定時」「定量」「定品質」「定価格」の４

定を担保する体制を確立するため、多段式の人工光型植

物工場施設を建設します。

　ボーソー油脂株式会社の会社概要

アグリビジネスへの参入

　想定しているシナジー効果

　アグリビジネスの概要 　４定を担保する体制

当社グループは、大豆、菜種、ひまわり、オリーブを原料とした多種多様な食用油を取り扱って

いますが、米という油種を加えることで、事業領域の拡大を図り、製油業界での競争力をさら

に高めます。また、ボーソー油脂株式会社を完全子会社化することにより、一貫した経営戦略

のもとで必要な施策を迅速に遂行できる体制を整備し、相互の経営資源およびノウハウを最大

限に活用していくことで、企業価値を向上させていきます。

「米油」の製造・販売を主力事業とし、「米油」を製造する過程で発生する副産物を「脱脂糠」

「脂肪酸」「ワックス」「石けん」「化粧品」などの製品に加工し、販売しています。

農業人口の変化により、今後、5年から10年先の野菜供給は大きな影響を受けることが予想されます。そこで、鹿島第

二工場の既設の建屋のなかに多段式の人工光型植物工場を建設し、リーフレタスを中心とした葉菜類の生産・販売を

行います。

当社グループが長年培ってきた、食品メーカーとしての生産管理・品質管理などの技術を生かし、顧客満足度の高い、独

自の運用方法を確立していきます。実証実験を繰り返しながら、生産・販売する品目のさらなる拡大を目指す計画です。

植物工場設備内部 試験栽培設備

TOPICS

①		製造ライン効率化による製
造コストの圧縮

②			両社内での副産物の有効	
活用

①			物流プロセス統合を介した
共同配送・保管の実施

②			搾油原料、容器包材資材、
工場副資材の共同調達の
実施

①			新製品の開発などの両社
の知見共有

②			事業競争力に寄与する研
究開発体制の実現

①			米油事業の商材を当社グ
ループの複数事業にて展開

②			売上高拡大および収益性
の強化

③	家庭用食品の販売強化
④			営業体制整備によるコスト
削減・ブランド力の向上

製造体制の統合による 
生産効率の向上 物流・購買コストの削減 研究開発の知見の 

相互補完による開発の加速
両社の商材と販路を 
活用したクロスセル
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事業内容 人工光型植物工場における
野菜の生産・販売

生産能力 リーフレタスなどの葉菜類
（6千株╱日）

面積 約1,900㎡

操業開始 2020年12月予定



7つの重要課題 主な方針・戦略

　様々な事業活動を通じ、ブランド力の向

上、付加価値の向上などの経済的価値と、

持続可能な社会・環境の両立を実現する、

CSV視点での活動を推進していきます。

　昭和産業グループのESG経営の取り組

みにおいて、SDGsなど中長期的視点で解

決すべき社会的課題として、今後の事業戦

略で優先的に取り組むべき７つの重要課題

「持続可能な生産活動」「持続可能な資源

活用」「多様な価値への対応」「安全・安心・

安定供給」「ダイバーシティ」「健康経営」「企

業市民活動」を特定しました。

社会的課題解決への貢献

●　 グループ全体 2030年度目標 
    排出量 26% 削減への挑戦
    （対2013年度）

CO2排出量の削減

健康・環境╱時短・簡便
ニーズへの貢献

 ●　 基盤事業の強化戦略╱ 
事業領域の拡大戦略

●　 食品安全・品質マネジメントシステムの 
強化

多様性の向上

●　昭和産業単体2022年度目標 

　女性管理職 2倍以上
　（対2016年度～2018年度平均）

●　障がい者雇用の推進

従業員の健康増進 ●　健康増進意識の啓発・行動支援

資源循環の強化
●　 容器包装のプラスチック使用量削減
●　 水の使用量原単位削減

食品ロスの削減
●　 昭和産業単体 2022年度目標

 5%以上削減
   （対2016年度～2018年度平均）

事業活動

社
会
的
課
題

解決貢献 事業機会

経済的価値 社会的価値

持続可能な社会の実現に貢献する

3つの重点項目

環境への
配慮

E
S
G
経
営
の
推
進

穀物
ソリューション
の進化

従業員の
活躍推進

基本戦略③

環境への配慮

1. 持続可能な生産活動
2. 持続可能な資源活動

穀物ソリューションの進化

3. 多様な価値への対応
4. 安全・安心・安定供給

従業員の活躍推進

5. ダイバーシティ
6. 健康経営
7. 企業市民活動

昭和産業グループの成長戦略
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　４つのコーポレートプラットフォーム戦略を有機的に

結び付け、イノベーション創出に向けた経営基盤の確立

を目指します。

　お客様への課題解決の提案をより一層充実させるべ

く、営業体制の抜本的な改革の検討を行うとともに、労

働生産性の向上、働きがいを実現するため、新たな人事

制度の導入を計画しています。また、新たな企業価値創

出のサポートに向けて、ICTの活用による省人化や業務

プロセスの効率化を推進するほか、事業の効率性・採算

性を明確にとらえ、経営判断に活用していくため、事業

別のポートフォリオ管理体制を導入します。

　経営の透明性を高めることで、ステークホルダーからの信頼を得ながら、対話を強化し、パートナーシップをさらに

推進していきます。

プラットフォームの再構築

ステークホルダーエンゲージメントの強化

組織
課題解決型

営業体制への変革

マネジメント
事業ポートフォリオ
管理体制の強化

人事制度
労働生産性向上に
向けた制度改革

ICT
情報システムを活用した	
業務改革・働き方改革

イノベーション 
創出に向けた 

経営基盤の確立

基本戦略④

基本戦略⑤

自らの透明性を高め、ステークホルダーの
皆様から信頼されるため、対話を強化し、

パートナーシップをさらに推進

株主・
投資家

お客様 NGO╱NPO

地球環境

お取引先
（仕入れ・

委託先）
地域社会

行政従業員

従業員の
モチベーション向上

従業員

● 従業員への投資
● 健康経営の推進

安全・安心で高品質な
製品の提供

お客様・お取引先

●  消費者志向自主宣言に 
基づく情報提供・意見交換

● 原料調達方針の発信

適時・適切かつ公平な
企業情報開示と対話

株主・投資家

● 統合報告書の発行
● 個人・機関投資家IR強化
● 株主への情報提供充実

地域社会との
共生と貢献

地球環境・地域社会
NGO╱NPO・行政

● 外部情報開示ツール活用
● 食育活動の推進
● フードバンクなどとの連携

主な対話手段
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