価値創造の基盤

昭和産業グループのCSR
事業を通じた持続可能な社会への貢献
変化の激しいこの時代において企業が生き残るためには、社
会構造の変化や多様化する価値観の変化に対応することによ
り、社会に対して新たな価値を生み出し続ける必要があります。
昭和産業グループはまさにこうした観点から、事業活動やそ
の成果を積極的に社会に対して発信することを通して、より多
くの方々に当社グループの存在する意義をご理解いただくとと
もに、“この会社はいいね”と「共感」していただくことが持続的
な成長には欠かせないと考えています。
当社グループはこうした日々の事業活動を通して、
「経済的価
値」と「社会的価値」の両立を目指しており、安全・安心な「食」
を安定的に供給していくことを社会的な責務として認識し、持
続可能な社会の実現に注力しています。
2020年4月からスタートさせた「中期経営計画20-22」にお
いて、ESG経営の推進のために「環境への配慮」
「穀物ソリュー
ションの進化」
「従業員の活躍推進」の３つを重点項目に位置
付けるとともに、各重点項目についてさらに掘り下げた７つの
重要課題（マテリアリティ）を特定しました。
重要課題を確実に遂行することにより、利益のある持続的な

取締役常務執行役員

企業価値の創造につなげ、すべてのステークホルダーのために

大柳 奨

社会の持続に貢献し続けていきます。
「食」の源である穀物を生
み出す大地とその環境を守り、穀物を余すことなく最大限に有
効活用していくことを通じて、人々の健康で豊かな食と食文化
の持続的発展に貢献していきます。

CSR推進体制
当社では、社長を委員長とし、すべて
の部署長を委員とする「CSR委員会」を

CSR推進体制図
CSR委員会

委員：部署長
オブザーバー：役員

委員長：社長
副委員長：営業部門統轄、生産･技術部門統轄、
  管理部門統轄、研究開発部門統轄

設置しています。CSR委員会の傘下に、

全社事務局：CSR推進部

当社が重要と考える６つの社会的課題

統合報告委員会

（①安全・安心で高品質な製品の提供、
リスクマネジメント

リスクマネジメント委員会

災害対策委員会
（総務部）

（経営企画部）

情報セキュリティ委員会
（情報システム部）
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ステークホルダーエンゲージ
メント委員会（経営企画部）

社会貢献委員会

昭和産業グループ
※技術的事項は別途マネジメントシステム構築により運用

⑤社会への貢献

（ＣＳＲ推進部）

環境管理委員会

④環境への配慮

（ＣＳＲ推進部）※

ダイバーシティ委員会

③人権尊重

ントを行っています。

（人事部）

取り組む専門委員会を置いてマネジメ

コンプライアンス委員会

て、情報セキュリティなどの個別課題に

②公正な企業活動

クホルダーとの対話・情報開示）に加え

（ＣＳＲ推進部）

境への配慮、⑤社会への貢献、⑥ステー

① 安全 安･心で高品質な製品の提供
製品安全委員会（品質保証部）※

②公正な企業活動、③人権尊重、④環

ESG重要課題
ESG経営の取り組みをより進めるために、2018年度のCSR委員会において、ESG重要課題を特定しました。穀物ソリュー
ション・カンパニーとして、事業を通じて、社会にとっての価値を継続的に創造していきます。

特定プロセス

社会的課題の抽出

SDGs、ISO26000※1、UNGC※2、SASB※3などのグローバルガイドラインなどを参照した
上で、
当社グループの事業との関係を踏まえながら、約200項目を抽出しました。

STEP2

ESG重要課題の特定
（2018年度まで）

ステークホルダーにとっての重要性を縦軸、事業の重要性を横軸として、様々な社
会的課題を評価しました。その結果、社会の関心が大きく、当社グループ事業との
関連性が高い位置に属する社会的課題をCSR委員会での議論を経てESG重要課
題と特定しました。

STEP3

重要課題の
対応方針の検討
（2019年度）

ESG重要課題に関し、全社で包括的に解決を進めるべく、課題間の関係性を整理し、
3つの重点項目（
「穀物ソリューションの進化」
「従業員の活躍推進」
「環境への配慮」）
と、７つの重要課題として特定しました。
「中期経営計画20-22」に組み入れ、7つの重
要課題について各事業部にブレークダウンして推進します。

STEP4

ステークホルダーとの
対話およびPDCA
（2020年度以降）

ESG重要課題や対応方針について、有識者などの外部ステークホルダーと対話する
機会を持ち、そのご意見などを踏まえて、重要課題と対応方針を見直していきます。さ
らに、KGI／KPIを設定し、取締役会などで実績評価を行ってPDCAを回していきます。

STEP1

※1 ISO26000：すべての組織を対象とする社会的責任（SR）に関する世界初の国際規格
※2 UNGC（United Nations Global Compact）
：国連グローバル・コンパクト
※3 SASB（Sustainability Accounting Standards Board）
：サステナビリティ会計基準審議会

取り組むべき重要課題
下図は、STEP3で整理した、3つの重点項目と7つの重要課題について、社会的課題（SDGs：持続可能な開発目標）と
の関連性を示したものです。企業活動の基盤である環境と社会への取り組みを進めることが企業の持続的成長、すなわ
ち長期ビジョンの実現につながると考えています。

ありたい姿（長期ビジョン）

Prosperity

SHOWA Next Stage for 2025

（持続可能な経済）

●

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

穀物ソリューション
の進化

従業員の活躍推進

People

（持続可能な社会）

環境への配慮

●

持続可能な生産活動

●

持続可能な資源活用

Planet

（持続可能な地球環境）
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価値創造の基盤

環境への配慮
昭和産業グループは、世界中から多種多量の穀物を輸入し、多くのエネルギーと水を使用して、人々の生活に欠かせない
「食」を提供しています。そのため、地球環境の保全とともに、
「食」の安定供給は、当社グループにとって大きな使命であると
とらえ、推進していきます。

重要課題と主な取り組み
重要課題

主な取り組み

関連するSDGs

1. 気候変動対策：CO2排出量の削減
2. 食品ロスの削減
3. 資源循環（３R）の強化
     容器包装に用いるプラスチックの削減
     省水

①持続可能な
生産活動

●
●

1. 持続可能な原料調達の推進
2. 国内農業の持続的発展への貢献
3. バイオマスの高度利用化

② 持続可能な
資源活用

昭和産業グループ環境管理体制図

環境マネジメント推進体制

社

当社グループは、
「CSR委員会」の傘下組織である「環境

長

環境担当役員

管理委員会」において、環境対策に関する重要な課題に対

環境管理委員会

する方針を審議・決定しています。この環境マネジメント推

統括環境管理責任者
全社事務局

進体制のもと、
「環境基本方針」に基づき、目標や施策など
の決定や環境関連データの管理を行うとともに、環境マネ
ジメントシステムが適切に運用されているかを確認してい
ます。

オフィス
部門

RD&E
部門

本社・
支店

RD&E
センター

物流
部門

生産部門

鹿島
工場

神戸
工場

運送
会社

船橋
工場

グループ
会社

※グ
 ループ会社は、連結子会社（19社）
、生産工場を持つ非連結子会社（2社）
を管理対象としています。

中長期目標と達成状況
2020年度を最終年度とする中長期目標について、
2019年度の実績としては下表の通り目標を達成しました。生産部門は、
2020年度の目標に向けて継続して取り組んでいます。
さらに、2030年度に向けた新中長期環境目標の策定を開始しており、CO2排出量削減目標については、2013年度のCO2
排出総量を基準として、
「昭和産業グループ全体で2030年度までに26％以上削減への挑戦」とすることを決定しました。今
後も、省水などの数値目標の策定を進めていきます。

中長期目標

2019年度目標
（基準進捗）

2019年度実績

評価

昭和産業グループ※1は、CO2排出量原単位※2
を2020年度に2009年度比15％削減する

-13.5％

-18.6％

○

昭和産業生産部門は、CO2排出量原単位を
2020年度に2009年度比20％削減する

-18.0％

-18.5％

○

廃棄物の再資源化率95％以上を維持

95％

97.4％

○

食品廃棄物の再生利用率95％以上を維持

95％

99.9％

○

テーマ

気候変動対策

資源循環

（評価○：順調に進捗）

※1 昭
 和産業単体を含む、主要生産系子会社である、敷島スターチ株式会社、奥本製粉株式会社、九州昭和産業株式会社、株式会社スウィングベーカリーの5社（2009
年時点での省エネルギー法定期報告対象の企業）を算出対象としています。
（環境管理対象全22社のCO2排出量に対し、算出対象5社で約91％をカバーしています。
2020年3月末時点）
※2 C
 O2排出量原単位の算出には、2009年度の電力排出係数を使用しています。各年度の排出係数使用での2019年度実績は、グループ全体が-11.8％、昭和産業生産
部門が-10.7％です。
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1

持続可能な生産活動

CO2排出量の推移（昭和産業グループ）

気候変動への取り組み（CO2排出量の削減）

（万t-CO₂）

40

2019年度のCO2排出総量は、生産工程の省エネ活動な

35.3

どにより、前年度に比べて約10,000t削減しました。

34.4

33.4

26.1

30

新中長期目標の「2030年度までに26％以上削減への挑
戦」の施策として、
（1）鹿島工場においては、燃料原料の石

20

炭から都市ガスへの変更、バイオマスボイラーの増強更新
などのユーティリティ改善、
（2）当社グループ全体としては、

10

生産工程などでの省エネ活動の推進によるエネルギー消費
原単位を前年度比1%の削減を行うことで、CO2排出量削減
に取り組んでいきます。

0

2013年度基準 2018年度

2019年度

2030年度目標

C
 O2排出量の算出には、各年度直近の電気事業者別の基礎排出係数を使用し
ています。
● 2
 013年度基準排出量には、2014～ 2018年度にグループ会社となった4社（セ
ントラル製粉株式会社、ガーデンベーカリー株式会社、タワーベーカリー株式
会社、スターベーカリー株式会社）の2013年度排出量を含みます。
●

食品ロスの削減（製品廃棄の削減）

食品ロス（製品廃棄）の発生について、2016～2018年度の3年間の平均値を基準として、2022年度には食品ロスを5％
以上削減することを目標に活動を始めました。2019年度は目標に対して＋8％と、目標は未達という結果でした。食品ロス削
減に向けて、需給管理や在庫管理についての取り組みを進めていきます。
容器包装のプラスチック使用量削減
循環型社会を実現するために、プラスチックなどの容器包装資材の3R
（Reduce、
Reuse、
Recycle）は大切なキーワードであり、容器包装プラスチッ
クの削減を継続して推進しています。2019年度の容器包装プラスチック削減
の具体的な事例としては、一部の業務用スパゲッティ製品（4㎏入り）やマカ
ロニ製品（3㎏入り、4kg入り）の包装フィルムの厚みについて、約12％の削減
を実現しました。

容器フィルムの厚みを約12%削減

2

持続可能な資源活用
バイオマスを使用した「ごみ袋」
ごみ袋の原料の一部に当社バイオマスを20%使用することにより、石油由

来プラスチックの使用量を削減し、CO2排出を抑えた設計としています。ごみ
袋の使い勝手を検証するために、千葉県船橋市役所本庁舎で実証実験に取
り組んでいます。また、当社がオフィシャルパートナーを務める鹿島アントラー
ズのホームスタジアム（茨城県立カシマサッカースタジアム）においても、同様
の取り組みを進めています。
バイオマスごみ袋

昭 和 産 業グループ 統 合 報 告 書 2 0 2 0
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穀物ソリューションの進化
少子高齢化の進行、健康志向の高まり、女性の社会進出、外国人労働者の増加など、
「食」を取り巻く環境は年々変化し、
「食」
に対するニーズも多様化しています。昭和産業グループは、多種多量の穀物を取り扱う
「穀物ソリューション・カンパニー」
として、安全・安心を最も重要な課題の一つと認識するとともに、お客様の様々なニーズにお応えする製品づくりに取り組んで
います。

重要課題と主な取り組み
重要課題

主な取り組み

関連するSDGs

1. オープンイノベーションによる開発力の強化
グループ総合力を生かす冷凍食品事業の強化
大豆などの植物たん白を軸とした植物由来食品の開発
機能性食品素材の開発
2. 課題解決型営業体制への変革
3. 海外市場への展開拡大
4. お客様・サプライヤーへの情報発信と対話の強化
SHOWAの魅力を伝える食育活動
●
●

①多様な価値への
対応

●

●

② 安全・安心・
     安定供給

1. 食品安全・品質マネジメントシステムの強化
2. 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
調達、製造、販売、物流
3. シェア拡大に向けた生産能力増強
設備増強と最新技術導入（IoTなど）による生産性向上
●

●

1

多様な価値への対応
家庭用新商品「まめたん」の開発

近年の健康志向の高まりに対応して、
大豆由来の植物性たん白質
（大豆ミー
ト）は“畑の肉”といわれるほど、たん白質をはじめとした様々な栄養がバラン
スよく含まれている食品です。家庭用新商品「まめたん」は、たん白質や食物
繊維が豊富に含まれており、水で戻して手軽にひき肉の代わりに使える商品
で、健康への配慮、
「食」に対する多様なニーズなどに対応した調理食材として
提案していきます。

家庭用商品
「まめたん」

ハラール対応
鹿島工場および敷島スターチ株式会社のコーンスターチ製造部門は宗教
法人日本ムスリム協会によるハラール認証を取得しています。
鹿島工場のコーンスターチおよび糖化製品、敷島スターチ株式会社のコー
ンスターチおよび糖化製品で、ハラール認証の継続・新規取得に取り組んでい
ます。今後、その他の糖化製品での取得に向けて準備中です。

ハラール認証書
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安全・安心・安定供給
食品安全・品質マネジメント（FSQMS）の強化

当社グループは、
「安全・安心3原則」を定め、これを確実に実行していくために、独自の「食品安全・品質マネジメントシス
「FSSC22000※３」
「ISO9001※４」
テム（FSQMS）
」を運用しています。このシステムは「HACCP※1」を柱として「ISO22000※2」
「AIBフードセーフティシステム※5」の仕組みをすべて取り入れ、効率的な運用ができるよう当社グループ独自に再構築したも
のです。
※1 H
 ACCP（Hazard Analysis Critical Control Point）
：原料の入荷から製造・出荷までのすべての工程において、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
※2ISO22000：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
※3 F
 SSC22000（Food Safety System Certification 22000）
：ISO22000をベースに、食品の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。
※4 ISO9001：品質マネジメントシステムの国際規格
※5 A
 IB（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。フードディフェンス
（食品防御）の考え方も取り入れた、以下の5項目の観点から監査が行われる。
  ●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

安全・安心3原則

原則① 原材料の調達段階

原則② 工場の製造段階

原則③ 出荷の段階

問題のあるものを持ち込まない

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

サプライヤー管理

●  

主原料の現地調査
副原料の工場調査
包装資材の工場調査
●  

●  

新製品開発のリスクアセスメント

●  

トレーサビリティシステムの強化

●  

流通保管倉庫の調査・指導

FSQMS検証活動

●  

積込時、納品時の異物混入防止

●  

●  

●  

自社工場への監査活動

品質保証書の精査

グループ会社への巡視活動

受入原料の品質検査
●  

フードディフェンス設備の導入

●  

●  

従業員の健康管理
食中毒・感染症への対応

品質管理者への教育
分析技術（精度管理）

自社倉庫の監査

ローリー車の施錠・封印

●  

●  

運転手などの作業者への教育

●   

海外生産拠点の衛生・品質向上活動

官能評価（味覚嗅覚試験）
グループ会社への研修

新規事業「植物工場」に対する品質保証体制の構築
安全・安心3原則に基づき、植物工場での原料受入、栽培から出荷・物流までの品質保証体制を構築しました。また、植物
工場独自の「安全衛生管理に関する規程」
「従業員教育に関する規程」などの各種規程を整備しました。
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価値創造の基盤

従業員の活躍推進
昭和産業グループでは、
「SHOWA魂
（だましい）
」
という行動指針を大切にし、
個々人が新しいことに挑戦する強い思いを持っ
ています。この従業員一人ひとりの強みを最大限に発揮し、安心して働くことのできる職場づくりを進めています。

重要課題と主な取り組み
重要課題

主な取り組み

関連するSDGs

① ダイバーシティ

1. 多様性の向上
     多様な働き方を可能にする制度改革
2. 従業員の能力開発

② 健康経営

1. 労働安全衛生マネジメントの強化
2. 健康増進意識の啓発・行動支援

③ 企業市民活動

1. コンプライアンス意識の浸透
2. 当社グループのファンを創出する地域交流の推進
3. NPOなどの外部ステークホルダーとの連携

●

従業員の能力開発
当社の人事制度においては、
「自律型人材の育成」を主眼に、
「複線型人事制度」に基づく従業員自身のキャリア選択を可
能にするとともに、様々な研修・教育プログラムを設けることで、従業員の質的向上に努めています。
人材開発

研修制度

「目標管理制度」により、期首に経営方針や部門目標に沿った
個人目標を設定し、上司のアドバイスのもと、それぞれの従業
員が目標の達成に向けた取り組みを進めています。また「自己
申告制度」は、経験してきた仕事、自身の強み・弱みについて、
従業員一人ひとりが自己申告書を作成し、その内容について
上司と面談を行い、様々な角度から自身のキャリア（ありたい
姿、やりたい仕事）を振り返る機会としています。

当社の研修制度の中心は階層別研修です。階層別研修は「自
律型人材の成長をサポートし、次世代リーダーを育成するこ
と」を目的に行っています。各研修は、人事制度や他のキャリ
ア開発諸施策と相互に連動しており、自身および部下のキャリ
ア開発を行う上での道標の役割を果たしています。また、階層
別研修とは別に、経営方針の理解や当社の従業員として必要
な知識の習得を目的に、全従業員教育として「昭和塾」を毎年
開催しています。

なお、長期ビジョンの実現およびその先の持続的成長を担う人的基盤の構築を目的に、当社グループの強みである「課題
解決力」のさらなる深化、新たな価値創出の源泉である「イノベーション活動の促進」をコンセプトに、2021年度導入を目指
して人事制度の全面改定に着手しています。

教育体系
目的

次世代リーダーの育成
階層別研修
研修

内容

習熟期

開発期

38

プレマネージャー
研修

組織マネジメント

新任リーダー研修

問題解決とイノベーション思考

価値創造力

プレリーダー研修

リーダーシップ、論理思考

課題発見力

中堅社員研修

PDCAの回し方、
問題発見／解決

3年目研修

3年間の軌跡、
プレゼン

2年目研修

自己分析、生産性向上

革新力

ビジネス
基本スキル

指定通信教育

年代別研修

自己啓発

ビジネススクール（経営）

管理職 マネジメント力

選抜期

指名研修

キャリアメイクのサポート

新入社員研修②

鹿島工場実習

新入社員研修①

基本スキル、マナー、
会社の基礎知識
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ビジネススクール
（マネジメント）

【新任管理職】
労務管理

人事評価研修

【新任リーダー】
業務革新
初級管理者の役割

ビジネス
スクール
OJTリーダー
（単科コース）
研修
【1-3年目】
【新任Ｊ１】
①書く力
②考える力
③問題発見／解決

50歳
人生設計と
仕事設計
40歳
各種
キャリアの棚卸し
通信教育
と仕事設計
30歳
モチベーション
管理と仕事設計

1

ダイバーシティ
INCポリシー
当社グループでは、2018年10月に「昭和産業グループ ダイバーシティ経営宣言」を社内外へ発表しました。３つの基本的
な考え方である「INCポリシー」を掲げ、従業員一人ひとりの行動基準としています。

Inclusion
Normalization
Co-operation

従業員一人ひとりの多種多様な価値観や考え方を受け入れその違いを活かし、イノベーションを生み出していきます。
従業員一人ひとりの個性を尊重し、特別ではなく、すべてが当たり前のこととし平等に輝ける職場を実現します。
従業員一人ひとりが互いに対等な立場で企業理念を共有し、同じ目標に向かい、共に力を合わせて積極的に成長します。

2020年8月には、ダイバーシティのさらなる推進、これまで以上に風通しの良い職場づくりを目指し、
「アンコンシャス・バ
イアス研修」を全従業員に対してＥラーニング形式で実施しました。
女性活躍推進
当社では女性活躍推進を経営の重点課題の一つと位置付け、
「一人ひとりが能力を最大限に発揮し、貢献することのでき
る職場環境の構築」と「女性従業員の経営参画の多様化実現」を目標とし、部署横断型タスクフォースを組織して、施策の検
討やイベントの実施など様々な取り組みを行っています。
障がい者雇用
当社では、2019年1月にダイバーシティ経営推進の専担組織である「INC推進室」を
人事部内に設置し、その活動の第一弾として障がい者雇用のさらなる推進に取り組ん
でいます。障がいを持つ従業員が働きがいを持って日々、そして末永く当社グループで
活躍できるよう、一人ひとりに適した職場への配属や職域開発を行っており、2020年9
月1日現在で22名が活躍しています。
一人ひとりが活躍できる職場を目指して

2

健康経営
従業員の健康増進
“従業員の健康は会社の礎である”という思いのもと、当社では2017年4月に「昭和産
業健康宣言」を発表し、
「従業員の健康ファーストの企業風土醸成（セルフケアの促進）
」
と「働き方改革の推進（職場環境の改善）
」に取り組んでいます。
2019年度は職場環境改善の一環として、
「ハラスメント」に関する理解をさらに深める
目的で、全従業員へ教育の場である「昭和塾」で研修を行うと同時に、管理職に対しては
“ハラスメント撲滅とコミュニケーションの活性化”を目的に、集合研修を実施しました。

3

管理職向け集合研修の様子

企業市民活動
ボランティア休暇・休職制度
当社では「ボランティア休暇・休職制度」を整備し、従業員の社会貢献活動への参加を支援・奨励しています。ボランティア
休暇制度は、年5日間まで取得することができます（有給）
。また、ボランティア休職制度は1カ月以上、2年以内の期間で取
得することができます（無給）
。
2019年度は、延べ8名の従業員がボランティア休暇を取得しました。
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