
売上高・営業利益・経常利益の推移

セグメント別売上高・営業利益構成比
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ありたい姿（長期ビジョン） SHOWA Next Stage for 2025
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中期経営計画17-19　

ありたい姿の実現に向けた足場固め
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37.0億円

※営業利益はセグメント間取引の調整前の金額です。また、円グラフの営業利益構成比は、これを基に算出したものです。
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昭和産業グループの成長戦略

製粉事業

倉庫・不動産・その他事業

糖質事業糖質事業

飼料事業

油脂食品事業
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セグメント別売上高・営業利益推移

製粉事業
小麦粉およびプレ
ミックスなどの製
造販売

油脂食品事業
植物油・業務用食
材・二次加工食品
などの製造販売

糖 化 製 品および
コーンスターチなど
の製造販売

飼料事業
配合飼料の製造・販
売、畜産物や鶏卵の
販売

倉庫・
不動産・

その他事業

穀物や冷凍食品の
荷役・保管、建物など
の賃貸事業、コンサ
ルタント業や事務代
行サービス
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小麦粉は、パン、ケーキ、うどん、そば、中華麺、饅頭など、多
くの食品にとって欠かすことのできない食材です。用途に合わ
せて、それぞれの食品に最も適した品質の小麦粉を提供する
ため、バラエティ豊かな小麦粉を製造しています。これにより、
和・洋・中のジャンルを問わず、お客様の細かなニーズにもしっ
かりとお応えできるのです。昭和産業グループは、多岐にわた
る食材事業で培ったノウハウを最大限に生かし、より高品質・
高機能かつ信頼のおける小麦粉製品の研究開発に積極的に
取り組んでいます。

プレミックスは、プリペアードミックスの略で、小麦粉にでん
粉、糖類、食塩、油脂、香料などを用途に応じて配合したもの
です。水分などを加えて調理するだけで、常に一定の品質を
備えたパンやドーナツなど、目的の食品が出来上がる便利な
製品です。簡単・確実・スピーディーに、高品質な製品を作る
ことができるなど、様々なメリットがあります。バラエティ豊か
な当社グループのプレミックス製品には、それぞれの食品に
最も適した原料選びから理想的な配合まで、高度な技術とノ
ウハウが注ぎ込まれています。

	　小麦粉は食品のなかで最も用途が広く、私たちの生活に欠かすことのできない重要な食品素材です。パン、ケーキ、麺類

などの用途に合わせた各種小麦粉や、ユーザーのニーズに対応した業務用プレミックス類を製造・販売しています。

2021年3月期に向けて

製粉事業

　当社グループの強みであるマーケット分析力を生かし、お客様それぞれにマッチした「価値提案型営業」
をさらに強化していきます。より高い付加価値を訴求できるチャネルには一層注力していきます。そして、グ
ループ間シナジーの発揮による新たな需要創出を通じ、お客様との連携を図ります。また、販売増に合わせ
た設備増強も適宜行い、最適な原料調達、生産体制の確立により、グループの総合力を発揮していきます。

小麦粉 プレミックス

施策

　外食、産業給食、学校給食、レジャー施設、土産品などで消費される製品群の販売は、大幅に減少する見
通しです。一方、主に家庭で消費される即席麺、パン、冷凍食品の原料として使用される製品群の販売は、
順調に推移しています。

新型コロナ
ウイルス感染症

の影響

事業内容
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大豆、菜種を原材料とする各種植物油を取り揃えています。
業務用では、様々な料理に適した専用油、機能性を追求した
油の販売や、環境に配慮したバッグイン
ボックスやピロータイプの製品、お客様の
もとに小型貯油タンクを設置し定期的に
油脂を配送するミニタンクシステムなど、
お客様の作業性向上にも寄与しています。

植物性たん白は小麦や大豆から濃縮または分離したたん白を
主原料とする食品素材で、当社では粒状および粉末状の大豆
たん白を取り扱っています。食肉加工製品や水産
加工製品に加えることで、吸水性・保水性・保型性・
焼き縮み防止、肉粒感の付与といった様々な性質
を付加することができます。

原料大豆から油分を取り出したものを脱脂大豆と呼びます。
飼料用途だけでなく、分別管理した大豆から得られる脱脂大
豆は豆腐原料にも使われており、幅広く各方面から高い評価
を得ています。

家庭用製品では様々な用途に対応する薄力・中力・強力の各
種小麦粉に加え、各種調味料を配合した天ぷら粉、から揚げ
粉などのプレミックスや、確かな品質で高い評価を頂いてい
るパスタを取り揃えています。
家庭用における各種定番製品をはじめ、健康志向を反映した
製品開発にも力を入れています。

　業務用・家庭用の小麦粉、天ぷら粉や、から揚げ粉などのプレミックス、食用油、パスタを製造・販売しています。

　さらに、業務用として、飼料原料などになる脱脂大豆、食肉加工・水産加工食品に使用される大豆たん白など、また、家庭

用として、健康食品、ギフトセットなども製造・販売しています。

2021年3月期に向けて

油脂食品事業

　食用油やプレミックスについては、主に外食チャネルの需要が減少する一方、内食向け家庭用商品の出荷
は伸長しています。大豆たん白に関しては、コロナ禍においても引き続き需要が拡大しており、販売強化に努め
ています。

　「SHOWAマイスター（天ぷら）」制度の導入のもと、天ぷら粉発売60周年にあたる2020年度は、天ぷら
文化の活性化とブランドの醸成を行っています。新型コロナウイルス感染症と東京オリンピック・パラリンピッ
ク延期の影響により、“天ぷら”を海外にアピールするチャンスは少し先になりましたが、様々なイベントを通
じ、和食文化としての天ぷらの認知度向上に取り組んでいきます。伸長する大豆たん白市場に対しては、設
備増強を行いました。スナック・畜肉ユーザー向けに食感と吸水性に特長を持たせた顆粒状の新製品を開発
し、上市を予定しています。機能性油脂については、油染みの少ない製菓・製パンフライ油の上市を予定して
います。家庭用食品に関しては、2020年2月から継続して内食向け需要が増加しています。プレミアムオイル
（オリーブオイル・オレインリッチ）、ホットケーキミックス、お好み焼粉、パスタなどについては、継続的な提
案を通じた販促に注力していきます。

食用油

大豆たん白

脱脂大豆

小麦粉・プレミックス・パスタ

施策

新型コロナ
ウイルス感染症

の影響

事業内容
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糖質事業
　トウモロコシを原料としたコーンスターチをはじめ、ぶどう糖や異性化糖、水あめ、低分解粉あめ、イソマルトオリゴ糖な

どの糖化製品および加工でん粉製品を製造・販売しています。これらの製品は、ビールや清涼飲料、菓子、パンなどの食品分

野から医療、工業分野まで幅広い用途に使用されています。

トウモロコシのでん粉を乾燥して得られるコーンスターチは
汎用性が高く、ビールや菓子などの食品分野から、製紙・段
ボールなどの工業品分野まで幅広く利用されています。
また、コーンスターチやタピオカでん粉などを様々な方法で加
工し、その性質を改良することで新たな特性を付与した加工
でん粉は、冷凍食品やレトルト食品など、各種加工食品の品
質改良に利用されています。

コーンスターチを酵素などで分解することによって得られるぶ
どう糖、異性化糖、水あめ、イソマルトオリゴ糖は、甘みや風
味の改良・物性改善などを目的として、清涼飲料や酒類、和・
洋菓子、パン、調味料、乳製品、流動食など様々な食品で利
用されています。また、イソマルトオリゴ糖は優れた生理機能
と加工適性を生かして、健康食品や各種加工食品に利用され
ています。その他、糖化製品を主原料としたドーナツシュガー
製品も取り揃えています。

コーンスターチ／加工でん粉製品 糖化製品

　家飲み需要の増加を背景に、新ジャンルの酒類向け原料が伸長しているほか、宅配用段ボールなどの
工業用原料の需要も増えています。また、市況に左右されない機能性製品の拡販も進めています。

　2020年4月に発足した市場開発チームを中心として、商品開発研究所と連携したB	to	Bマーケティン
グやアプリケーション提案を強化。飲料・酒類市場への取り扱いシェアを基盤に、他事業とシナジーを発揮で
きる菓子・ベーカリー市場に注力しています。
　また、粉末水あめは経腸栄養剤や介護食など高齢化による医療介護向けの食品材料として、今後も需
要増加が見込まれ、粉末製品、調味料、菓子、乳製品など様々な用途で堅調な需要があります。市場の
拡大を見据え、鹿島工場の設備を増強して生産能力を従来比1.3倍へと拡大するとともに、昭和産業グ
ループ独自の技術開発を生かし、営業活動をさらに強化していきます。
　生産・物流面においては、有事における業績への影響を最小限にとどめるべく、グループ会社を活用し
た東西2工場供給体制の構築により、BCP対策を強化していきます。

2021年3月期に向けて

施策

新型コロナ
ウイルス感染症

の影響

事業内容
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倉庫・サイロ
　鹿島、神戸、船橋の3工場を合わせて合計36.5万tを収容できる大型サイロを備え

ており、鹿島、神戸の両工場にはパナマックス級大型穀物船が接岸できるバースも完

備しています。穀物船から吸揚げされた穀物はサイロに保管され、品質を最善に管理

し、自社工場と穀物使用メーカーに供給しています。

不動産・その他
　当社グループが保有する不動産の有効活用として、大型商業施設の運営、飲食店・

事務所、物流倉庫、事業用土地の賃貸などを行っています。

飼料事業

倉庫・不動産・その他事業

　各種配合飼料ならびに畜産用オリゴ糖を製造・販売しています。自社サイロや製粉、油脂食品、糖質事業の副製品を有効

活用しています。高品質な飼料の生産・開発、生産物の流通、経営指導など、畜産ビジネスをトータルに支援しています。

イソマルトオリゴ糖混合飼料は、腸内の善
玉菌であるビフィズス菌などを活性化さ
せ、サルモネラ菌などの悪玉菌の抑制効
果を持ち、消化吸収の改善や感染抵抗力
を強化する作用のある機能性飼料です。

当社グループでは、最新の飼料栄養成
分、原料組み合わせに基づいて配合飼料
を製造しており、養鶏用（採卵鶏、ブロイ
ラー）、養豚用、養牛用、養魚用など高品
質の各種配合飼料や、きのこ菌床栽培用
栄養体の販売を通して、お客様をサポー
トしています。

機能性飼料 養鶏用・養豚用・養牛用・養魚用飼料

　畜産物に関して家庭用の需要が伸びている半面、外食用の需要が大きく落ち込んでいます。特に、外食比率
が圧倒的に高い和牛については需要が減少していますが、鶏卵や豚肉は家庭用の比率が高いため、需要が堅
調であり、トータルとしての配合飼料の販売数量について当面大きな影響はないと考えています。
　当社のグループ会社で鶏卵販売を行っている、昭和鶏卵株式会社の出荷数量については順調に推移しています。

　当社グループは製粉・油脂食品・糖質事業により発生した副製品を飼料原料として販売するだけでなく、自
社の配合飼料の原料として安定的かつ効率的に調達できるという特長を持っています。この優位性を生かし、
販売の拡大と収益の確保を図っていきます。また、飼料技術と食品技術を組み合わせた総合力を生かして、
高付加価値な畜産物の開発・提供に取り組んでいきます。
　主力の採卵鶏用飼料については、昭和鶏卵株式会社とも連携の上、販売を伸ばしていきます。豚用、牛用
および肉用鶏用の飼料については、お客様ニーズに合った提案型営業により拡販を行います。また、高付加
価値商品の人工乳やオリゴ糖飼料からお客様へのアプローチを行うことにより、新規獲得を進めています。
販売価格については、原材料コストに見合った価格での販売に努め、収益を確保していきます。

2021年3月期に向けて

施策

新型コロナ
ウイルス感染症

の影響

鹿島工場サイロ

事業内容
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