
                                                         

2021 年 2 月 5 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 

 

2021 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 

【海外関連】 

サステナブル調達の推進、原料購買の効率化とコストダウン、油脂事業とチョコレート事業のシナジーを創出し、多くの顧客へ

付加価値の高い製品をタイムリーに提供することを目的として、フジスペシャリティーズ（米国、以下 FSI）とフジ ヨーロッパ・ア

フリカ（以下、FEA）を統合し、ブラマーを FSI の傘下に組み込む。 

 

【C“ESG”O 関連】 

不二製油グループのESG経営強化にあたり、CSVの概念を持って社会価値、および経済価値の双方を高め、持続的に企業

価値の最大化を目指すとともに、ステークホルダーの期待に応える。 

・『ESG 経営グループ』を『サステナビリティ推進グループ』に改称する。 

・ESG 委員会委員長、及びガバナンス・リスク担当を兼務する。 

 

【CAO 関連】 

不二製油グループにおける多様な人材の活用、コーポレートガバナンスの強化、コンプライアンスの推進、インターナルコミュニケ

ーションの体制をグローバルで構築し、グローバル事業を継続的に推進・拡大するための支援を行うことで、企業価値の向上を

目指す。 

・『グローバル人事グループ』は、グローバル人材戦略の企画立案とその実行に特化する。 

・法務機能をグローバルに強化し、コーポレートガバナンスの強化を目的に『法務総務グループ』を『法務グループ』と『総務秘書

グループ』に分割する。 

 

【CFO 関連】 

『財務・経理グループ』を『財務・IR グループ』『連結グループ』に分割する。 

・『連結グループ』は、連結決算、開示に関する業務を担い、グループ全体の決算の品質向上を図ると共に、IFRSへの移行準

備を行う。 

 

【CSO 関連】 

CEO を支援して、不二製油グループのグループビジョン、中長期経営戦略、グローバル事業戦略の企画立案を行い、各部門、

国内・海外グループ会社と連携、戦略を推進することで企業価値の向上を目指す。 

・ESG 経営におけるマテリアリティであるサプライチェーンの戦略立案、およびサステナブル調達の推進を強化すべく『グローバル

SCM グループ』を『油脂・チョコレート事業部門』傘下から『CSO』傘下に置く。 

・『PBFS 事業部門』傘下の『大豆・機能性素材グループ』、『ソリューショングループ』を解消し、『PBFS 事業部門』のみとする。 

・『大豆・機能性素材グループ』の機能を不二製油株式会社たん白事業部門へ移管する。 

・『ソリューショングループ』の機能は、引き続き『PBFS 事業部門』にて担当する。 

 

 



【CTO 関連】 

不二製油グループの、植物性食品素材で社会課題の解決を図る PBFS（Plant-Based Food Solutions）を軸に、グロ

ーバル研究体制を構築し、イノベーションによるソリューション型ビジネスの創出を加速する。 

・健康ウェルネス・食の偏在などの社会課題解決をテーマとする『健康ウェルビーインググループ』を未来創造研究所傘下に新設

し、『新素材創出グループ』から機能性ペプチド関連テーマを、『基盤技術創出グループ』から栄養健康関連テーマを移管する。 
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※改定後のグループ全体の組織図は末尾参照 

 

② 部長関連人事 

氏  名 新 職 現 職 

平 松   義 章  サステナビリティ推進グループリーダー  

矢 野  伸 一 総務秘書グループリーダー 法務総務グループリーダー 

酒 匂  真 純 法務グループリーダー  

渡 部  格 財務・IR グループリーダー 財務・経理グループリーダー 

永 山  勝 博 
連結グループリーダー 

兼 不二製油株式会社 経営企画部門 経理部長 

 

佐 々 木  実 生 経営企画グループリーダー 
FUJI OIL ASIA PTE.LTD. WOODLANDS 

SUNNY FOODS PTE.LTD.出向社長 

有 島  俊 治  

油脂・チョコレート事業部門副部門長 

兼 同部門 油脂事業グループリーダー  

兼 同部門 チョコレート事業グループリーダー 

油脂・チョコレート事業部門  

油脂・乳化発酵グループリーダー 

山 田  恵 公  PBFS 事業部門副部門長 PBFS 事業部門 ソリューショングループリーダー 

和 根 﨑  智  
未来創造研究所 健康ウェルビーインググループリー

ダー 

 

 



  

※赤字が新組織

経営企画グループ

フジ ヨーロッパ アフリカ

ブラマーチョコレートカンパニー

ブラマー上海

不二製油（肇慶）

天津不二蛋白

上海旭洋緑色食品

フジ スペシャリティーズ

新素材創出グループ
ユニフジ

基盤技術創出グループ
フジオイル(タイランド）

フレイアバディ（タイランド）

フレイアバディ インドタマ

ムシム マス－フジ

事業会社/グループ会社

グローバル人事グループ

総務秘書グループ

法務グループ

連結グループ

チョコレート事業グループ

健康ウェルビーインググループ

フジオイルニューオリンズ

ハラルド

＜地域統括会社：中国＞

不二（中国）投資

不二製油（張家港）

フジオイル ヨーロッパ

フジオイル ガーナ

フジブランデンブルク

フジベジタブルオイル

フジオイル フィリピン

フジ グローバルチョコレート（M)

インダストリアル フード サービシズ

＜地域統括会社：欧米＞

フジオイル アジア

グローバル研究戦略グループ
ウッドランド　サニーフーズ

CTO 知的財産グループ
フジオイル(シンガポール)

市場価値創出グループ
パルマジュ エディブルオイル

未来創造研究所

千葉ベグオイルタンクターミナル

グローバルSCMグループ

フジフレッシュフーズ

フジサニーフーズ 油脂事業グループ

PBFS事業部門

＜地域統括会社：アジア＞

阪南タンクターミナル CSO 油脂・チョコレート

事業部門

オーム乳業

社長(CEO)

ICTグループ
＜地域統括会社：日本＞ CFO

財務・IRグループ
不二製油

広報グループ
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CEO : Chief Executive Officer

C"ESG"O : Chief ESG Officer

CAO : Chief Administrative Officer

CFO : Chief Financial Officer

CSO : Chief Strategy Officer

CTO : Chief Technology Officer

 


