2019 年 2 月 6 日
組織改定・人事異動のお知らせ
不二製油グループ本社株式会社
2019 年 4 月 1 日付で組織改定および人事異動を行いますので、下記のとおりお知らせします。
① 組織改定
【C”ESG”O（最高ＥＳＧ経営責任者）関連】
ESG 経営の強化にあたり、特にＥ（環境）とＳ（社会）を中心に、『サステナブルな企業価値向上』と『社会のサステナブル
な発展』との両立を取締役会と連動して実行し、ステークホルダーの期待にこたえる。
「生産性推進グループ」を配置し、不二グループ全体の品質保証・品質管理レベルの向上を図る。
CFO 部門より「CSR・リスクマネジメントグループ」を移管し、「ESG 経営グループ」に改称する。
ESG 委員会委員長として、ガバナンス担当およびリスク・コンプライアンス担当を兼務する。
【CTO 関連】
CMO を廃止、マーケティング機能を CTO に移管し、研究開発体制の変革を通じ、課題解決実現のスピードアップを行う。
「イノベーション戦略グループ」を新設し、「研究戦略チーム」と「新規事業創造チーム」を置き、未来創造研究所と共に新規
事業創造を推進する。
【CAO（最高総務責任者）関連】
国内外での多様性に対応すべく、人事・総務・法務のグローバルでの共通フレームワークの構築を図るとともに、ステークホルダ
ーに企業活動に関連する正確・透明性の高い情報の提供を行う。
CFO 部門より「広報チーム」と「社史チーム」を移管し、「広報グループ」を設置する。
CAO は情報開示担当を兼務する。ただし、IR 活動に関連する情報開示は CFO 部門の担当とする。
【CFO 関連】
不二製油株式会社「経営管理部」より「連結グループ」を移管する。
各グループを再編し、「ICT グループ」と「財務・経理グループ」を置く。
「財務・経理グループ」に「財務チーム」、「IR チーム」、「連結チーム」、「企画チーム」、「事業管理チーム」を置く。
【CSO 関連】
「事業開発部門」を「油脂・チョコレート事業部門」と「PBFS 事業部門」に改編し、各事業の中長期的な戦略の企画立案
およびグループ各社と連携し戦略を実行する。
「油脂・チョコレート事業部門 油脂・乳化発酵グループ」は油脂事業・乳化発酵事業の主要製品についてグローバル事業
軸で施策立案と利益に責任を負う。
「油脂・チョコレート事業部門 チョコレートグループ」はチョコレート事業の主要製品についてグローバル事業軸で施策立案と
利益に責任を負う。
「PBFS 事業部門 ソリューショングループ」は油脂とたん白を中心に植物性素材を用いた PBFS 事業（フードサプライチェー
ンでの課題解決に貢献し、新市場を創造する）の施策立案・事業化を推進する
「PBFS 事業部門 大豆・機能性素材グループ」は大豆・機能性素材事業の主要製品についてグローバル事業軸で施策
立案と利益に責任を負う。
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本件に関する問合せ先
不二製油グループ本社株式会社 広報・IR グループ 関 ・村上
〒530-0005 大阪市北区中之島 3-6-32 ダイビル本館
電 話：06-6459-0701

FAX：06-6459-0711
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