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アフターコロナ時代の新しい価値観の変化をとらえ
「複合系シナジーソリューション」
の強みを生かして
イノベーションを加速します。

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申し上げます。また、罹患された方々、感
染拡大により生活に影響を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げるとともに、エッセンシャルワーカーとして社会を
支えてくださっている全ての皆様に、心より感謝の意を表します。
昭和産業グループは、アフターコロナの社会を見据えつつ、引き続きグループ経営理念である「人々の健康で豊かな食生
活に貢献する」の実現に向けて、従業員一同、全力で取り組んでまいります。

コロナ禍で激変する社会において、
昭和産業グループに求められる新しい価値を提案
今回のコロナ禍によって、日本の若い方々が環境や健

村を目の当たりにした、創業者の伊藤英夫が「日本の農業

康、人権、そして社会システムなどの関心を深めたことは

を支えたい、食を通じて人々の暮らしを豊かにしたい」
とい

注目すべき変化と感じています。商品を選択する際には、

う熱い思いを抱き、
『農産報国』を旗印に立ち上げました。

商品そのものの価値だけでなく、その商品の開発の背景や

私たちは創業者の志を受け継ぎ、
「人々の健康で豊かな食

コンセプト、そして事業の社会的意義といった「商品を作

生活に貢献する」というグループ経営理念のもと、穀物加

る企業に共感できるかどうか」が重視されるようになって

工をベースに、常に「食」に対する３つの「不」
（不満、不足、

きました。

不安）の解決を目指して、創業以来85年にわたって時代に

このような環境変化のなか、大地の恵みを受けてESG経

合わせたビジネスを追求し続けてきました。その結果、
「穀

営を推進している当社グループには、原料の穀物を余すこ

物ソリューション・カンパニー」という独自のビジネスモデ

となく最大限に有効活用するだけでなく、さらにお客様に

ルを構築するに至りました。

は価値をご提供していくことが求められています。例えば、
小麦を単に小麦粉という商品を提供するだけではなく、そ

そして、現 在、次のステージに向けて、長 期ビジョン
『SHOWA Next Stage for 2025』のもと、消費者の皆様

の使い方や販売方法、そしてそれらの流通手段などを含め

に商品自体の価値だけではなく、開発の背景やコンセプト、

た事業活動全体で、新しい価値を社会に提供することこそ

当社グループの社会的意義に共感いただけるよう、アンテ

が、当社グループに求められている価値の創造と考えます。

ナの感度を高めて様々な取り組みを進めています。

当社は、1936年、当時の食糧不足や凶作で疲弊した農
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“穀物ソリューション・カンパニー”としての強みを生かし、
新しいビジネスチャンスに挑戦
現在、食品メーカーとして日本一の穀物取扱量を誇る強

（繰越需要）となって一気に噴き出すことが予測されていま

みを生かし、穀物をプラットフォームとする非常にユニーク

す。この需要が向かう先は観光・旅行、外食産業などといわ

なビジネスを進めています。当社グループには、大地の恵

れていますが、当社グループでは、
「複合系シナジーソリュー

みである小麦、大豆、菜種、トウモロコシなどの多種多様

ション」の強みを最 大 限に発 揮できる場として、外 食に

な穀物を小麦粉、プレミックス、植物油脂、糖化製品、配

フォーカスし、経営資源を投入する予定です。

合飼料などに加工することで培ってきた経験やノウハウ、
技術力があります。そして、それらを活用して様々なビジネ

リーなどがあり、それぞれのシチュエーションで求められる

スを広げることができる、
「複合系シナジーソリューション」

品質は大きく異なります。例えば、天ぷらは、出来たてと、

の力を持った“穀物ソリューション・カンパニー ”であると自

持ち帰って数時間後、さらにレンジアップでは、おいしく食

負しています。この多種多様な穀物のプラットフォームと多

べていただける天ぷら粉や揚げ油に求められる品質はそれ

彩な従業員のシナジーを生かし、お客様のニーズにお応え

ぞれ全く違います。当社グループは、小麦粉や加工でん粉、

できる力を高めていきたいと考えています。

油脂など多くの素材を扱っているからこそ、これらを組み

当社グループの主力事業である製粉、油脂、糖質、飼料
などには、それぞれ幅広いお取引先様がいらっしゃいます。

合わせることで、お客様の多様なニーズにワンストップでス
ピーディに対応することができるのです。

総合食品メーカーのなかでは、お取引先様の数が事業規模

また、お客様のニーズを深掘りすることで、新たなビジネ

と比較して非常に多いと思います。これは、大きな強みだと

スチャンスとなるB to B to Cの形が出来上がりつつありま

考えています。この強みを生かして、それぞれの部門が有す

す。一例を挙げると、小売業が扱うミールキット商品におい

るお取引先様という資産を抱え込むのではなく、他部門や

て、お取引先様が提供する野菜や肉とお好み焼粉をセット

グループ会社間での情報交換を活発に行い、多角的な事業

にして販売するといった新たなビジネスが誕生しました。こ

間シナジーを生み出すことを常に意識しています。

れは、コロナ禍での家庭内調理を意識し、時短・簡便、家族

製粉、油脂、糖質といった個々のビジネスで考えると、現

での食事というニーズに対応するために着想・開発された

在の企業間競争が厳しいなかでは、上位２社しか生き残れ

ものです。さらに、
「団らん」
「楽しい」
「新しい」をキーワード

ないという分析もありますが、当社グループの強みである、

に開発した「もう包まない！混ぜ餃子の素」は、小売りの現

「複合系シナジーソリューション」で新たな価値を創造する
ことによって、今後も成長を続けることができると確信して
います。
アフターコロナを見据えると、購買行動を一時的に控え
ていた消費者の需要が回復し、大きなペントアップデマンド
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一口に外食といっても、テイクアウトやインストア、デリバ

昭和産業グループ 統合 報 告 書 2 0 2 1

場で新しい発案・展開をさせていただきました。
このように、コロナ禍をきっかけに従来は想像もしなかっ
たような新たな取り組みを生み出すことができたのは、当
社グループならではの「複合系シナジーソリューション」の
成果だと自負しています。

「基盤事業の強化」
と新しい
「事業領域への拡大」
を図り、
持続的な成長を確かなものに
当社グループは創業90周年を迎える2025年度のありた

ジーの創出を目指してPMI（ポスト・マージャー・インテグ

い姿として長期ビジョン
『SHOWA Next Stage for 2025』

レーション）のプロジェクトを進行させています。ここでは

を掲げ、
「全てのステークホルダーに満足を提供する“穀物

両社とのシナジーの取り組みについて少し詳しくお話しし

ソリューション・カンパニー Next Stage”」の実現に向け、

ます。

2017年度から三次にわたる中期経営計画を展開しています。

ボーソー油脂は、これまで当社グループにはなかった油

1st Stageの「中期経営計画17-19」では「ありたい姿の

種のこめ油を取り扱っています。こめ油は国内原料を使用

実現に向けた足場固め」を終え、現在は2nd Stageとなる

して大規模に作ることができる油であり、将来的な自給率

「中期経営計画20-22」を推進中です。この2nd Stageは、

の向上、また健康志向の側面からも注目が集まっています。

基本コンセプト「SHOWA New Value Creation」のもと、

加えて、こめ油を搾った後の脱脂ぬかは配合飼料としても

「確立」のステージとして、
「基盤事業の強化」と「事業領域
の拡大」に取り組んでいます。計画初年度の2020年度は、
新型コロナウイルス感染症の拡大という想定外のリスクが

活用でき、当社グループの飼料原料として新たな商機につ
なげられると考えています。
次に、サンエイ糖化は、結晶ぶどう糖のトップ企業であり、

出現し、計画とは大きなギャップが生じました。当社グルー

医薬用として使用されている日本薬局方ぶどう糖では圧倒

プは家庭用商品もありますが、外食やイベント、お土産品

的なシェアを誇っています。このたびの子会社化により、結

などの業務用製品の比率が高く、これら市場の需要消失が

晶ぶどう糖における当社グループの国内生産量シェアは約

ギャップの主たる要因となっています。

70％に達し国内トップとなりました。また同社は、乳酸菌や

その一方で2020年度は、成長戦略の一環として新たに

水あめの一種であるオリゴ糖酸など、少子高齢化や健康志

ボーソー油脂株式会社とサンエイ糖化株式会社を子会社

向に沿う素材も取り扱っています。当社グループの強みであ

化し、グループ全体にとってエポックメーキングな一年に

る多くの分野で、多数のお客様を持つアドバンテージを生

なったと考えています。現在、一刻も早くより大きなシナ

かし、販売面でもグループシナジーを発揮していきます。

昭 和 産 業グループ 統 合 報 告 書 2 0 2 1
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ボーソー油脂とサンエイ糖化の両社がグループに加わっ

提供が大部分を占めていましたが、今後は自社加工を進め

たことにより、各事業がバリエーションを持てるようになっ

るなど、お客様に簡単に召し上がっていただけるような商

たのは大きなプラスととらえています。同時に、原料・資材、

品開発を進めていきたいと思います。

開発、販売、物流といった様々な観点で両社との協働が進
み、グループ全体の価値向上に寄与すると期待しています。
事業戦略はP.32-33へ

そして、これらの「基盤事業の強化」や新しい「事業領域
の拡大」のための資金として、３月には23年ぶりに普通社
債を発行しました。外部環境は厳しいですが、引き続き、
安全・安心な食に必要な成長投資はしっかりと継続し、そ

事業面ではこのほかにも、健康に配慮した食品である大
豆たん白が、環境への負荷が低い点も含めて非常に注目さ

の成果を一層確実なものにしてまいります。
財務戦略はP.26-27へ

れてきています。従来は、加工食品メーカーなどへの素材

グループ全体でシナジーをさらに強化し、
より確かなソリューションへ

10

社会は非連続的に変化しています。そのようななかで私

の意識改革を重視しています。単に現状の業務をデジタル

たちが従来通りの考え方を持ち続けていたのでは、長期ビ

化するだけではなく、新しいビジネスモデルの開発や事業

ジョンの実現や、新たな価値創造を確実にしていくことは

ポートフォリオの改革をいかに実現するか、このような発想

できません。今後、グループ全体のシナジーを、より一層強

を持った人材の育成や組織構築が不可欠だと思っていま

固なものにしていくために重要なものの一つがDX（デジタ

す。また、デジタル技術に精通する人材も拡充していかなけ

ルトランスフォーメーション）です。当社グループとしてはま

ればなりません。今後は従業員の意識改革や人材育成に、

だスタート段階ですが、DXを推進していくため、まず組織

しっかり取り組んでまいります。

加えて、オープンイノベーションを活用した、スピード感

のために、新しい分野や領域でのオープンイノベーション

を持った価値創造も進めていきたいと考えています。当社

を実現すべく、すでにいくつかの取り組みを開始していま

グループは、食品メーカーとして生産設備に大きく投資を

す。

し、時間をかけて回収してきたため、どうしても自前主義に

さらに、年間200万t以上にもなる穀物調達におけるス

陥りやすい傾向にあります。しかし、これまでのように右肩

ケールメリットを追求するため、2021年4月に穀物原料部

上がりの成長が望めない社会環境下においては、自前主

を新設しました。これは当社グループ全体で原料や資材の

義で全てをやることは難しいでしょう。新たな付加価値を

調達を管理していくことや、物流面で外部とのコラボレー

生み出していくためには、外部の知恵や力を借りて、スピー

ションによって、いち早く有益な情報を入手したり、シナ

ド感を持ってイノベーションを進めなくてはなりません。そ

ジー効果を発揮していくことを意図しています。

イノベーションの源泉である
『SHOWA魂』
を
最大限に引き出す
当社グループは、ナショナルブランドの商品を市場に提
供してきた一方で、B to Bのソリューション営業として、

技術力の向上に結び付くことを期待しています。
研究開発戦略はP.22-23へ

お客様と一緒になって、プライベートブランド商品の開発
にも多く取り組んできました。プライベートブランド商品
の開発現場では、当社グループの高い技術開発力が商品

そして、イノベーションの最大の源泉はなんといっても
『SHOWA魂（だましい）
』です。

価値の向上に貢献していると自負していますが、消費者

1936年創業当時の日本は貧しい国でしたが、その当時

の皆様に直接当社グループの価値をお伝えすることはで

から私たちは日本の食を大切にし、
「食」で人々の暮らしを

きません。そこで、今後の課題はB to Cにおけるナショナ

豊かにすることを企業理念として、それを現在まで脈々と

ルブ ランド 商 品 の 価 値 向 上 で す。そ の 実 現 の た め に、

受け継いできました。85年の長い歴史のなかでは何度か大

2021年度初めて連結売上高の１％を研究開発費に振り

きな危機もありましたが、当社グループはそのたびに「挑戦

向けました。

と創造の精神」で乗り越えてきました。

RD&Eセンターでは、Research（研究）、Development

私は日頃から「失敗しても構わない、失敗は次の成功の

（開発）、Engineering（技術）の各スペシャリストが、部

糧だ」と、新入社員も含めて全従業員に伝えています。当社

門や分野を超えて連携し、様々なテーマに取り組んでいま

グループは失敗を許すDNAを持っています。成功も失敗の

す。基礎研究では、長い時間軸で将来の種を蒔き、育てる

体験も含めて全て会社の成長につながりますから、従業員

取り組みを行う一方で、商品開発では、目前のお客様の

には当社グループの事業の根幹である「食」に関わるものに

ニーズにお応えすべく、アプリケーションの開発に取り組ん

ついては、さらに挑戦してもらいたいと思います。

でいます。

また、当社グループの社風はアットホームです。従業員

このように、事業として５年、10年と長い期間を要する

が一つの目標にまとまった時の力は非常に強く、過去には

ものと、短期間で成果を出せるものがありますが、成果主

1995年の阪神・淡路大震災、2011年の東日本大震災、そ

義的な制度では、どうしても短期間での成果に目が向きが

して今、コロナ禍のなか、その都度当社グループは全従業

ちでした。そこでこの4月に当社では、人事制度を20年ぶ

員が一丸となって乗り越えてきています。いったん危機があ

りに改めました。長期にわたる基礎研究においても、その

れば結集できる力、それが『SHOWA魂』であり、変革・挑

期間の進捗をきちんと管理できる評価システムを導入しま

戦のための最も大きな原動力だと思います。

した。人事制度が変わることで、従来とは違った観点での
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劇的に変化する時代の“機会とリスク”を見据え、
「経済的価値」
と
「社会的価値」
を両立させる
していく必要があると考えています。

冒頭にもお話しした通り、コロナ禍によって、日本におい
ても世界においても変化のスピードはさらに速くなり、お客

特に、CO2排出量の削減については、
「中期経営計画20-

様の価値観も劇的に変わり続けています。このようななか

22」において、2030年度に2013年度比で26％削減を目標

で当社グループは、“機会とリスク”を踏まえた「経済的価

に掲げ、その実現に向けて、2021年9月には鹿島工場にお

値」と「社会的価値」の両立を目指し、
「中期経営計画20-

いてコージェネレーション設備の燃料を石炭から都市ガス

22」において、ESG経営の推進のために「環境への配慮」

へ転換しました。今後は、新たな政府目標であるCO2排出

「穀物ソリューションの進化」
「従業員の活躍推進」の３つを

量の2013年比46％削減に向けて、さらに注力してまいりま

重点項目に位置付けるとともに、各重点項目をさらに掘り

す。そのために、専門委員会である「環境管理委員会」の体

下げた７つの重要課題（マテリアリティ）を特定しています。

「食品ロス削減」
「水
制を見直し、傘下に「CO2排出量削減」
使用量削減」の3つの部会を設置しました。この部会を中心

「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、

に、昨年子会社化した2社を含めグループ全体での実績を

人々の健康で豊かな食と食文化の持続的発展に貢献する

早急に精査し、より効果の高い取り組みを検討、推進してい

ことを目指しています。持続可能な食料システムの構築を

きます。さらに、
「気候変動に係るリスクと機会」については、

意図した、農林水産省の「みどりの食料システム戦略」とも

気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）への賛同を

連動させながら、持続可能な穀物原料の調達に加えて、人

視野に、当社グループのビジネスに与える影響に関するシナ

権、環境・CO2、そして仮想水などの各課題に取り組んでま

リオ分析を行いながら対応していくことを考えています。

いります。今後、これらの課題に対応することにより、将来

「食品ロスの削減」は、賞味期限問題なども含めて、CSV※

にわたって安定的に原料を調達していけるシステムを構築

の観点からも重要な戦略の一つです。賞味期限を延長させ

昭和産業グループが目指すESG経営

ESG経営の推進 3つの重点項目と3つの「P」
1

2

3

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

Planet

Prosperity

People

P.46-47へ
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P.48-49へ

P.50-51へ

ることができれば、当然ながら環境にも優しく、食品ロスも

と考えています。

減らせるという社会的な利点はもちろん、経済的な利点に

現在の取り組みは、どちらかというと「守りのCSR」とも

もつながります。また、
「水使用量の削減」は、仮想水の観

いえる、マイナスインパクトの排除が先行しているかもしれ

点からも水を無駄にしないという社会的な利点と経済的な

ません。そこからいかにして経済的価値を創出できるのか

利点の両立に取り組んでまいります。

を考える
「攻めのCSV」につなげていきたいと考えています。

私は「CSR」はマイナスのインパクトをいかに減らすかを

環境戦略はP.44へ

考えることであり、一方「CSV」は環境などへの負荷を低減
させながら同時に経済性を上げることだと認識しています。

※ 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。

大地の恵みである穀物を有効活用しながら経済価値を上
げ、無駄を出さないことに取り組んでいかなくてはいけない

「食」
の安定供給という社会的責任を果たしていく
2020年は成長の踊り場とも言える厳しい一年でした。当

経営環境が見込まれますが、当社グループは、日本におい

社グループは、コロナ禍の厳しい状況下にあっても「食」を

て安定的な「食」の供給や、
「食」を通じた世界中の人々の

大切にしつつ、
「食」の安定供給という最も重要な社会的責

幸福と満足の実現、そして持続可能な社会の実現に向けて

任を誠実にかつ十分に、果たすことができたと自負してい

引き続き取り組んでまいります。

ます。
一方、足下の原料穀物は、中国の堅調な需要や北米の
熱波による減産懸念、バイオ燃料用途への需要増などから

株主をはじめとした全てのステークホルダーの皆様にお
かれましては、引き続きご支援をいただきますよう何卒よろ
しくお願い申し上げます。

穀物原料相場は上昇を続けており、かつてないほど厳しい
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