
中期経営計画の進捗評価

中期経営計画では、「コアコンピタンスの強化」「大豆事業の成長」「機能性高付加価値事業の展開」を掲げています。「コアコン

ピタンスの強化」では、不安定な収益構造から脱し、サステナブルな社会に貢献し続けられる事業ポートフォリオを構築することに

加え、強い事業のグローバルな拡大を進めています。「大豆事業の成長」「機能性高付加価値事業の展開」では、社会課題を解

決する持続的事業の確立を目指しています。

　また、真のグローバル企業へ変革を遂げるために「コストダウンとグローバルスタンダードへの統一」により、経営基盤の強化に

努めています。

コアコンピタンスの強化

2019年度は中期経営計画における起承転結の「転」にあたる年であり、「コアコンピタンスの強化」においても2018年度までの反

省を踏まえ、新たな方向性を定めることに注力しました。

　特に、近年大きな投資を続けてきたチョコレート事業から投資に見合ったリターンを生み出すことは、喫緊の課題です。2018年

度に取得した米国ブラマーの2019年度利益は期待を大きく下回るものとなりましたが、経営上の問題点は明確になっており、生

産効率の向上、先物取引におけるヘッジ機能強化のために経営資源を集中的に投入しています。2020年度は新型コロナウイル

ス感染拡大の影響を受けるものの、経営上の問題は改善に向かい、実績が上がってくると確信しています。

　2015年度に取得したハラルドに関しても、製造設備の改善、従業員教育の徹底による品質向上、生産効率、新製品の開発が

進んでおり、利益率が向上しています。残念ながら2020年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響が大きく、売上高、営業利益

ともに大きく減少する見通しですが、ポストコロナに向けた施策を着実に実行しています。

　また、業務用チョコレートで世界第3位の規模となった不二製油グループのチョコレート事業は、世界各地に9社の事業会社を

有し、世界的なネットワークを構築しています。日本の効率の良い生産技術と

油脂技術の応用力、欧米の進んだサステナブル調達、ブラマーの持つブランド

力など、それぞれの強みの相互活用や、それぞれ特色を持った生産品目と余剰

生産力の融通などを行っています。このように、グループのシナジー効果を向

上させグループ全体の収益力を高める努力を続けており、2020年度以降この

成果が表れてきます。
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大豆事業の成長

「大豆事業の成長」に関しては、創業当初からの「人のために働く」精神のもと、大豆によって人と地球の健康に貢献するという信

念で困難を乗り越え継続してきたビジネスに、いまやチャンスが訪れています。世界的に植物性タンパク質を利用した肉代替製品

が大きなトレンドとなっており、この動きはコロナ禍によってさらに加速しています。日本でも、大豆ミートの市場は急速に拡大しつ

つあり、2020年7月に操業を開始した千葉新工場の粒状大豆たん白は、市場拡大の追い風を受けて、初年度から好調な販売が

見込まれます。

機能性高付加価値事業の展開

「機能性高付加価値事業の展開」においては、安定化DHA・EPAの日本での販売を開始しました。海外でも生産設備の導入を

進めており、2020年内には販売に向けた市場での活動が始まります。販売促進のための科学的データも蓄積されつつあり、2020

年度には一定の成果が期待できます。また、ドイツにおけるえんどう豆を原料とした多糖類事業の生産工場は、新型コロナウイル

ス感染拡大の影響により建設工事が遅延していますが、2022年度には操業を開始する予定です。既に中国天津の自社工場で

生産した試作品による営業活動が始まっており、市場評価も良好なことから垂直立ち上げが期待されます。

基本方針 中期経営計画　「Towards a Further Leap 2020（2017-2020）」
2017年度実績 2018年度実績 2019年度実績 2020年度計画

コアコンピタンス
の強化

植物性油脂

  ユニフジ設立   ユニフジ稼動開始

  米国 
新拠点建設開始

  ユニフジ製品の拡販

  欧州 
ガーナシア精製会社 
連結開始

  米国 
新拠点の稼動開始 
（2021年）

業務用
チョコレート

  米州  
ハラルド収益改善

  日本  
生産キャパシティ増強

  米州 
ブラマー株式取得

  東南アジア 
インダストリアル フード 
サービシズ（豪州） 
株式取得

  日本 
カラーチョコレート増設　

  米州 
ブラマー新規連結

   カカオ豆購買 先物取引
の新スキーム導入

  グローバルチョコレート 
会議開始

  ブラマー 設備投資

  ハラルド 設備投資

  アジア・中国 グループ内
連携強化

アジアの拡販・ 
その他

  中国 
新工場建設開始

  米州 
需要取り込み

  東南アジア 
能力増

  中国  
新工場稼動開始

  中国  
フジサニープラザ済南 
設立

  中国　 
新工場通年寄与

  日本 
トーラク譲渡

  東南アジア 
調製品事業再構築

大豆事業の
成長

選択
  堺工場閉鎖

  石川工場譲渡

   中国  
吉林不二蛋白の譲渡

   中国 
山東龍藤不二食品の
譲渡

集中

  高付加価値製品 
販売増

  日本 
大豆市場創造

  PBFS事業部門新設

  UPGRADE Plant based 
kitchen、大丸心斎橋店
に出店

  日本 
大豆ミートの新工場 
（千葉工場）稼動開始

機能性 
高付加価値
事業の展開

多糖類事業

  日本 
水溶性大豆多糖類 
増産開始

  中国 
生産設備増強

  欧州 
ドイツに新拠点設立

  多糖類の 
海外販売拡大へ向け 
ドイツ新拠点本格稼動 
開始（2022年度）

安定化DHA・ 
EPA事業

  日本  
機能性食品表示の 
取得

  日本  
通販での自社製品発売

  米国 
Self-a�rmed GRAS 
取得

  日本 
用途領域拡大・ 
拡販活動継続

  東南アジア 
拡販活動の実施

  東南アジアで 
生産設備導入

コストダウンと
グローバル
スタンダードへの
統一

財務戦略

  グローバルCMS 
基盤構築

  基幹システムの 
導入開始

  基幹システム・ 
グローバルCMS 
一部拠点で運用開始

  グループ金融制度 
再構築

  新投資基準の導入

  売上高ベースで約9割
のグループ会社*で基幹
システム導入完了

  撤退ガイドラインの導入

  決算期統一の実施

  基幹システムの 
導入継続

  会計基準統一の 
準備継続

その他
経営基盤

  生産性推進グループ 
始動

  サプライチェーン 
マネジメントチーム始動

  米州・欧州 統括会社 
設立

  「責任あるカカオ豆 
調達方針」

  グリーバンスメカニズム 
導入

  「環境ビジョン2030」 
策定

  C“ESG”O 部門新設   サステナブル調達 
コミットメント公表、 
運用開始

  新役員報酬制度 
運用開始

* ブラマーとインダストリアル フード サービシズを除く既存会社
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項目 2016年度
実績（基準年度）

2017年度
実績

2018年度
実績

2019年度
実績*1

2020年度
予想

中計策定時
2020年度目標

ROE 8.3% 8.8% 7.3% 10.5% 7.2% － 10.0%

EPS 140.8円 159.9円 134.7円 190.5円 133.8円
－ EPS CAGR　

8%以上　EPS成長率 31.2% 13.5% ▲15.7% － －

営業利益 197億円 205億円 185億円 236億円 193億円
－

営業利益 
CAGR

6%以上　営業利益成長率 16.9% 4.0% ▲9.5% － －

株主還元（配当性向） 31.2% 30.0% 37.1% 29.4% 43.4% － 配当性向
30～40%

営業キャッシュ・フロー 165億円 282億円 226億円 371億円 337億円
4ヵ年間の 
累計予想

1,216億円

4ヵ年累計
1,000億円

CCC 110日 103日 105日*2 113日*3 104日 － 10日間の短縮

設備投資額 136億円 147億円 159億円 180億円 230億円
4ヵ年の 
累計予想
716億円

4ヵ年累計
600～700億円

M&A － －
ブラマー・ 

インダストリアル 
フード サービシズ

－ － － 500億円の
資金確保

*1 2019年度実績は海外グループ会社（ブラマー、インダストリアル フード サービシズを除く）の決算期変更（12月→3月）に伴う15ヵ月決算の数値を反映
*2 2018年度のCCCは、ブラマーを除く
*3 2019年度のCCCは、15ヵ月決算適用の海外グループ会社について、12ヵ月換算し算出

ポートフォリオシフト 1  コアコンピタンスの強化
　  強みを発揮できる市場･製品群を確実に伸ばす
2  大豆事業の成長
　  地球と人の健康を追求
　  時代に合った製品の提供に対応
3  機能性高付加価値事業の展開
　  多糖類事業、安定化DHA・EPAの事業展開
　  栄養・健康分野への進出
　  グループ収益の安定化を図る

基本戦略 基本方針

4  コストダウンとグローバルスタンダードへの統一

財務戦略

強固な 
財務体質

経営基盤 
強化

グローバル 
経営体制の整備

収益構造 
改革

コストダウン

成長戦略 
エリア戦略



コストダウンとグローバルスタンダードへの統一

「コストダウンとグローバルスタンダードへの統一」に関して、2016年度の中期経営計画策定時に、既に不二製油グループの海外

連結子会社は17社、海外売上高比率は約40%となっていました。

　全てを日本からコントロールすることは困難であり、持続的な発展を遂げるため、エリアに任せる役割と本社が担う役割を明確

にし、不二製油グループ本社を持ち株会社とするとともにエリアごとに地域統括会社を設立しました。一定の権限をエリアに委譲

し、意思決定を早めることで、地域に根づいた販売を実行する戦略を取ってきました。しかし、2015年度のハラルド買収以後も海

外でのM&Aによりさらに海外比率は高まり、当初想定していたグローバルガバナンスの未熟さが見えてきました。2021年度から始

まる新中期経営計画では、さらなるグローバルガバナンスの向上を目指し、運営方法に変更を加えることを検討しています。

2021年度から始まる新中期経営計画について

新中期経営計画では、「2050年のありたい姿からのバックキャスティング」に基づく長期経営戦略と、「フォーキャスティング」に 

基づく短期経営戦略の両軸をどのようにしてつなぐかを明確にし、その具体策を示すことが最も重要なポイントと考えています。 

長期経営戦略の土台となるのは、サステナビリティの観点に訴求し、将来の課題解決を通じて利益を得るビジネスモデル、短期経

営戦略の土台となるのは、喫緊の課題であるコアコンピタンスを強化し、リターン獲得を志向することによって利益を得るビジネス

モデルです。

　長期経営戦略と短期経営戦略をつなぐ答えの

一つが、技術による差別化を中心とした経営戦

略から創造される「Plant-Based Food Solutions

（PBFS）」です。

　私たちが考えるPBFSとは、油脂とたん白の技

術を融合、発展させ、新しい食品のプラットフォー

ムとなる基幹素材を開発し、社会課題の解決に

役立てることで、キーワードはおいしさソリュー

ション技術です。既に核となる新技術の目途は

立ちつつあり、生産設備の検討にも入っていま

す。新中期経営計画には、これらの新しい素材

を現実のものとし、現在のコアコンピタンスから

得られた経営資源を次なる成長のために、大胆

に振り向ける成長戦略を描きます。

　デジタルトランスフォーメーションに関しては、2015年頃から経済界でも経営課題として取り上げられてきましたが、新型コロナ

ウイルス感染拡大によって加速されたと感じています。消費者行動の変化、働き方の変化が元に戻ることはあり得ず、バックオフィ

ス改革、デジタル技術を駆使した物流・販売方法の改革、研究開発の生産性向上などは喫緊の課題となっています。新中期経

営計画期間中には、不二製油グループの目指すデジタルトランスフォーメーションを実現したいと思います。

　また、現中期経営計画期間中には完成できないグループガバナンスの向上にも引き続き取り組む必要があります。エリア軸を

中心とした経営戦略は、今回のコロナ禍においても各地域の状況を的確に把握して、迅速な対応が取れることを実証しました。

　しかしながら、一口にエリアといっても、規模感、成立の歴史、現在置かれている環境、喫緊の課題、持続的発展のために必要

な条件等、さまざまな違いがあり、同一に論じることはできません。新中期経営計画では、各エリアに期待するミッションを精査し、

より地域の実情に応じたガバナンス体制を構築します。

　不二製油グループ本社は、エリアを跨いだ世界戦略の策定（共通課題の解決、経営資源の重点配賦）、中長期的な視点に基

づいたサステナブル調達戦略やエリアを跨いだ国際人事戦略の立案、財務方針や安全・品質・環境に関する機能軸を強化し、

ガバナンス力を強めることに注力します。

　近年の世界では、新型コロナウイルスによる劇的な生活様式の変化、それに伴う消費構造の変化、急速に進むデジタルトランス

フォーメーション等、まさしく断絶（Disruption）の連続で、そのインパクトの大きさは私たちの想像をはるかに超えていました。

　変化に対応するための努力を放棄したものは、衰退の一途を辿ります。これからも不二製油グループは社会変化に対応するた

め、変革に向け、たゆまざる努力を続けます。

中期経営計画における新型コロナウイルス感染拡大の影響

中期経営計画の策定時には想定していなかった新型コロナウイルス感染拡大により、世界の経済状況は大きく変化しています。こ

れは一過性の経済状況の悪化にとどまらず、大きな社会構造の変化を伴うもので、中期経営計画の最終年度である2020年度計

画は大きな影響を受けます。基本方針である「コアコンピタンスの強化」「大豆事業の成長」「機能性高付加価値事業の展開」「コ

ストダウンとグローバルスタンダードへの統一」を引き続き推し進めると同時に、徹底的な感染予防による生産インフラの確保、在

宅勤務を中心とする働き方改革と労働生産性向上に努めていきます。しかしながら、新型コロナウイルス感染拡大による消費の

減少は、自助努力だけで補えるものではないと想定されます。

　日本国内においては、外食産業、土産物市場向けのチョコレート、乳化・発酵製品が大きな影響を受け、海外では感染被害が

大きかった米国、ブラジルでチョコレート製品の売上が大きく減少しています。

　各地域において、販売チャネルの変更や、EC販売に適した製品開発を進めており、新型コロナウイルス感染拡大を契機とする

社会構造の変化に対応することが2020年度の重要課題となります。

海外売上高比率と連結子会社数

連結売上高

海外連結子会社

国内売上高

海外売上高

2,925億円
17社

4,147億円
30社
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在宅勤務を行うグループ従業員

2016年度

約40%

2019年度

約60%



当社は持続的な発展を遂げるため、2015年のグループ本社制移行後、5つのエリアごとの執行を軸としながら、

同時に4つの事業軸による世界戦略を進め、全体最適化を図るマネジメント体制を取っています。

事業軸でのマネジメントの意義

グローバルな事業拡大に伴い、事業軸での世界戦略の重要性が増しています。2020年度からは、事業ユニット責任者による世

界で展開する主要な製品群ごとの世界戦略策定機能を強化し、より一層のグループ最適化を図ります。また、サプライチェーンの

構築、サステナブルプログラムの共通化、グローバルな顧客対応、共同購買、ブランド価値向上といった戦略を立案・実行し、 

グローバル統合によるシナジーを創出します。

エリア軸でのマネジメントの意義

文化・嗜好に根ざした食ビジネスにおいては、現地における経営を実施し、事業環境変化への迅速な対応を図ることが望ましい

ため、事業会社経営に必要な権限を可能な限りエリアに委譲し、経営の効率化とスピードアップを目指しています。中期経営計画

期間内には全てのエリアにおいて統括会社の設置を完了しました。2020年度からはエリアの権限と責任をより明確化し、グルー

プ戦略に基づいたエリア戦略の策定と執行を責務として運営を進めます。

事業別売上高（外側）／ 
営業利益（内側）
（億円）

エリア別売上高（外側）／ 
営業利益（内側）
（億円）

 植物性油脂

 業務用チョコレート

 乳化・発酵素材

 大豆加工素材

 植物性油脂

 業務用チョコレート

 乳化・発酵素材

 大豆加工素材

    本社・地域統括会社

 日本

 米州

 東南アジア

 中国

 欧州

112

1,141

1,801

83

852

41

354

40

174

1,652

1,567

29

462

228

32

238

22
20

主なグループ会社一覧
（2020年3月31日現在）

注：
1  主に連結子会社・持分法適用会社を記載
2 事業区分表記は会計セグメントに準ずる
3 （）表示年度は設立年。ただし、M&Aによる
   グループ参入会社は取得年度を記載。

*1 非連結子会社
*2 2019年12月11日にインターナショナル オイルズ アンド ファッツより社名変更
*3 2019年8月6日にGCB スペシャリティチョコレートより社名変更
*4 2020年7月1日に譲渡

注：グループ管理費用・連結調整は考慮しない数値注：グループ管理費用・連結調整は考慮しない数値

フジオイル ヨーロッパ 
（1992）

フジ ヨーロッパ アフリカ*1 

（2018）

フジ ブランデンブルク（2019）

天津不二蛋白有限公司（2004）

不二製油（張家港）有限公司（1995）

不二製油（張家港保税区）有限公司（1997）

不二製油グループ本社株式会社（1950）

トーラク株式会社*4（1967）

株式会社阪南タンクターミナル（1972）

フジフレッシュフーズ株式会社（1973）

株式会社エフアンドエフ（1989）

株式会社フジサニーフーズ（1990）

不二神戸フーズ株式会社（2004）

不二製油株式会社（2015）

不二つくばフーズ株式会社（2001）

千葉ベグオイルタンクターミナル株式会社 
（2005）

オーム乳業株式会社（2011）

ブラマー（2018）

フジ スペシャリティーズ（1987）

フジ ベジタブル オイル（1987）

フジオイル ニューオリンズ（2018）

上海旭洋緑色食品有限公司（1995）

不二（中国）投資有限公司（2015）

不二製油（肇慶）有限公司（2017）

ハラルド（2015）

ユニフジ（2017）

パルマジュ エディブル オイル（1985）

フジ グローバル チョコレート（M）*3（2016）

フレイアバディ インドタマ（1995）

ムシム マス-フジ（2010）

フジオイル（タイランド）（2010）

フジオイル（シンガポール）（1981）

ウッドランド サニーフーズ（1988）

K&FS PTE.LTD. （1988）

フジオイル アジア（2003）

フジ オイル ガーナ*2（2012）
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事業軸・エリア軸でのマネジメント

2019年度 2019年度

欧州

中国

東南 
アジア

日本

米州

インダストリアル フード サービシズ 
（2018）
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リスク 対応
地域でのトランス脂肪酸規制強化 エステル交換技術による低トランス脂肪酸油脂の迅速な導入

競争激化による付加価値製品のコモディティー化 模倣できない独自の原材料や技術による付加価値製品の投入

サステナブル原料の要望の加速により、既存サプライチェーンでは
対応できないリスク 良質な原料を供給できるサプライヤーとの関係強化

リスク 対応
カカオサステナブルに関する産地国や輸入国での政策導入の動き ブラマーのノウハウを活かしたカカオサステナビリティの注力
人件費の上昇や、労働者人口の減少 オペレーションの効率化、省人化を実施
健康志向の高まりによる砂糖摂取の敬遠 健康志向に対応したおいしい低糖製品の提供

世界196ヵ国のTFA*削減取り組み状況

出典：「TFA Country Score Card」
https://extranet.who.int/nutrition/gina/en/scorecard/TFA

*TFA=トランス脂肪酸

60

50
27

17

27
15

196ヵ国

チョコレート・コンパウンド市場動向
（千t）
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事業戦略

業務用チョコレート事業植物性油脂事業

戦略の方向性

拠点の強化とグループ連携でグローバルに強みを発揮
食の歓びと健康に貢献するために、油脂とカカオの技術とサステナビリティに焦点を当てたチョコレート・コンパウンドをグロー
バルに提供します。エリア各拠点の能力と効率を高めて各市場の要望にタイムリーに応え、ブラマー買収の効果を活かした 
グループシナジーを発揮し、グループの競争力を高めます。

シンガポールに安定化DHA・EPAの生産設備を導入
安定化DHA・EPAの海外拡販にあたり、生産拠点としてシンガポールのウッド
ランド サニーフーズに製造設備の導入を決定しました。2020年12月の稼動
を予定しており、東南アジア、中国、米国市場を主体に拡販を進める体制
を構築します。

ブラマーの北米各工場において、生産の効率化を図ることで、需要に対応
できる体制の構築を目指します。各工場に導入した生産性改善プログラム
により、問題点の早期発見が可能となりました。現状抱える生産面の課題
を解決するとともに、今後は生産ラインの自動化を進め、より効率を重視し
た生産体制へシフトしていきます。

戦略の方向性

高付加価値製品へのシフトにより利益率を向上
各地域での生産がフル稼動に近い状況下において、利益率を向上させるためには、新たな設備投資を抑制しながら、 
高付加価値製品へシフトしていくことが必要になります。成長が続くチョコレート用油脂市場や、消費者の関心の高い健康 
分野において、高付加価値製品の導入を図っていきます。

競争優位 課題
  品質へのこだわりから勝ち得た顧客の信頼
  業界屈指の出願特許による先行者利益の獲得
  他セグメントとのシナジー創出
  グループ内での中間原料のSCMによる生産体制の安定化

  一次原料の第三者への依存によるSCMの制約
  原料のパーム油偏重による環境や人権に関する争議リスクの存在
  未開拓エリアでのプレゼンスの低さ
  旧態依然とした製品ポートフォリオの置換遅れ

競争優位 課題
  カカオサステナビリティについての知見とノウハウ
  北米でのMNC（マルチナショナルカンパニー）顧客、アジアでの
日系顧客との関係構築
  油脂、ベーカリー、大豆素材とアプリケーション技術を保有
  拠点オペレーションにおけるノウハウの蓄積

  グローバル市場でのグループ認知度向上
  高付加価値化
  コスト競争力の強化
  グループ連携メリットの発現

事業環境
  同業他社の原料補完を目的とした提携
  フル稼動状況下で効率的な生産を継続
  厳しい競争環境による利益の減少
  経済の停滞

事業環境
  チョコレート･コンパウンド世界市場の拡大
  カカオサステナブルの必要性増大
  バリューチェーンでの合従連衡
  大規模プレーヤーの存在と激しい競争
  新型コロナウイルスによる価値観の変化

マーケット動向
  サステナブル原料の需要拡大
  安全・安心な原料への要望の加速
  巣ごもり消費の拡大による加工食品等
の消費増加と外食市場の低迷

マーケット動向
  エシカル消費の動き増大
  健康志向、低糖製品の需要増加
  アジアパシフィック市場の成長
  コンパウンド製品の伸長
  ベーカリーマーケットでの需要成長

2019年度 実績
  買収したブラマーのPMI*1の進行
  ハラルドの新成長戦略を策定、工場拡張計画に着手
  日本市場での高付加価値製品の拡販進行
  フレイアバディ（タイランド）*2の採算改善、黒字化

*1 ポスト・マージャー・インテグレーション
*2 持分法非適用関連会社

2019年度 実績
  日本や米州ではチョコレート用油脂の拡販が順調に推移
  ユニフジのサステナブルパーム油の拡販が堅調
  東南アジアでの製菓用油脂拡販の遅れ

2020年度 重点ポイント
  カカオサステナブルプログラムの拡大、日本市場での推進
  ブラマー北米工場の生産効率向上
  ブラマー中国工場と不二製油（張家港）工場のシナジー創出
  グループ認知度向上のためのグローバル製品の開発と発売

2020年度 重点ポイント
  新型コロナウイルス感染拡大による新たな価値観への対応
  海外での安定化DHA・EPA事業の生産体制構築
  油脂原料多様化に向けた基盤づくり
  業務用チョコレート事業とのシナジーの創出

事業個別のリスクと対応策
事業個別のリスクと対応策

競争優位と 課題競争優位と課題

ウッドランド  
サニーフーズ外観

生産性改善プログラム
実施風景

 テンパリングチョコレート*1

 ノンテンパリングチョコレート*2

 アイスコーティングチョコレート

 カラーチョコレート

 成形チョコレート

*1  テンパリングチョコレート：滑らかな口溶けや艶を作り出すために「テンパリング」という 
油脂の安定的な結晶を作る温度調節作業を必要とするチョコレート。

*2  ノンテンパリングチョコレート：テンパリングが不要なチョコレート。カカオ原料の含有量に 
制限があるが、焼き菓子と組み合わせたチョコレート菓子にも使われるなど汎用性が高い。

 食用油

 食用加工油脂

 チョコレート用油脂

INDUSTRIAL CHOCOLATEVEGETABLE OILS AND FATS

PICK
UP

PICK
UP

出典： Euromonitor International: Packaged Food/
Chocolate Confectionery

低減施策や 
情報なし

TFA排除を 
表明

含有表示など 
補助制度あり

TFA制限の立法 
措置未施行

緩やかなTFA 
制限あり

TFA制限の立法措置が存在



リスク 対応
植物性食市場における競争の激化 不二製油グループ独自の組み合わせ技術による差別化戦略

大豆原料の環境問題 BCP観点での調達先の拡大とRTRS*への加入

リスク 対応
アジアでのコスト競争力 加工工程で派生する油脂の有効活用とサプライヤーとの連携強化

中国での主力製品の競争激化 マーガリン、フィリングは市場別品質の確立による差別化推進

乳原料価格 世界的な乳不足に対応できる、風味に特徴のある製品の投入
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肉代替市場の動向
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中国におけるクリーム市場動向
（万t）
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事業戦略

大豆加工素材事業乳化・発酵素材事業

戦略の方向性

多様化する食ニーズに対応するフードテックの推進
地球規模での食糧問題への対応や、健康寿命の延長は大きな社会課題です。不二製油グループが持つ技術を、事業軸を
越えて組み合わせることで、サステナブルであることを前提とした、おいしさと健康に貢献する、競争力のある事業を育成して
いきます。

戦略の方向性

製品や工場統廃合による生産効率化と高付加価値製品推進
製品の統廃合や市場選別を加速しながら、生産効率を重視した運営を徹底します。植物性原料を中心とした健康に貢献で
きる製品の展開や、機能面・品質面での高付加価値化による差別化を加速させることで、利益拡大を目指します。

欧米市場向けの機能剤「水溶性えんどう多糖類*」の生産拠点として、2019
年にドイツにフジ ブランデンブルクを設立しました。日本での水溶性大豆多
糖類などの知見を活かし、グローバルなニーズへの対応を図るとともに機能
性市場全体の拡大を目指します。

* えんどう多糖類：えんどう豆に含まれる食物繊維から作られた機能性素材

日本で発売したソイレブール。動物性原料不使用で、60%以上が大豆由来
原料の豆乳クリームのバターです。通常のバターと比較して、コレステロー
ル、トランス脂肪酸が低いなど、健康意識の高まりに対応しており、発売以来
顧客より高く評価され、採用も増加しています。

競争優位 課題
   差別化された要素技術の開発と組み合わせのフードテック
   生産技術と品質保証体制
   多くの市場に幅広い層の顧客基盤を保有

   コモディティー製品の価格競争力
   競争性のある主原料の調達力
   ニーズが多様化する中、原料ソースが大豆に偏重

競争優位 課題
   海外における日系ブランド力
   コンパウンド製品に関わる知見と製造ノウハウ
   原料油脂を自社セグメントに保有、物性コントロールに優位性
   サステナブル原料を用いた製品の需要増加

   特定業界・特定顧客への依存度の高さ
   原材料調達における競争力
   競合他社の類似製品発売までのスピード

事業環境
  「サステナブル」が事業活動の前提
   動物性原料を回避する動向の加速
   植物性食市場の競争激化
   低加工品は海外勢がシェアを確保
   植物性たん白市場は企業再編が進行

事業環境
   厳しい競争によるシェアと利益率の低下
  経済の停滞
  乳原料供給の不安定性
  トランス脂肪酸規制（アジア・中国）
  フードロス問題への対応要請（日本）

マーケット動向
   植物性食市場の急拡大
   プロテイン市場の世界的伸長
「健康需要の継続的な増加」等
   大豆ミート市場の拡大
   免疫賦活コンセプトの製品拡大

マーケット動向
   土産物市場の縮小と巣ごもり消費拡大
   パン市場拡大、クリーム市場は天然志向
により成長（中国）
   菓子パン市場縮小、惣菜パン市場拡大
（日本）

2019年度 実績
   選択と集中の加速、中国の不採算会社の譲渡
   水溶性えんどう多糖類の生産拠点の建設に着手
   粒状大豆たん白（大豆ミート）の新工場の建設
   植物性食の店舗の出店、消費データの収集体制の構築

2019年度 実績
   パン市場の競争による販売数量の低下（中国）
   調製品事業の苦戦（東南アジア）
   デザート市場へのクリーム製品の拡販（日本）

2020年度 重点ポイント
   粒状大豆たん白（大豆ミート）新工場稼動と拡販
   技術複合型のフードテック新製品の開発
   植物性食市場拡大に向けた新拠点の検討

2020年度 重点ポイント
   風味に特化した新製品の投入（中国）
   植物性油脂事業、PBFS事業とのシナジー創出（日本・アジア）
   乳原料供給不安定性への対処
   新型コロナウイルス感染拡大による新たな価値観への対応

事業個別のリスクと対応策事業個別のリスクと対応策

競争優位と課題競争優位と課題

 USS豆乳製品

 大豆たん白素材

 大豆たん白食品

 水溶性大豆多糖類

 クリーム

 マーガリン

 フィリング

 植物性チーズ様素材

 USS 豆乳加工品

SOY-BASED INGREDIENTSEMULSIFIED AND FERMENTED INGREDIENTS

出典： 上海中商商业征信有限公司 出典： Euromonitor International: Packaged Food / 
Meat Substitutes

* RTRS：責任ある大豆に関する円卓会議

PICK
UP

PICK
UP

豆乳クリームバター 
「ソイレブール」

フジ ブランデンブルク
（完成イメージ）
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エリア戦略

 売上高推移
（億円）

 売上高推移
（億円）

 2019年度実績ポイント
  不二製油日本、最高益更新 
  チョコレート用油脂の継続拡販 
  パーム油需要拡大による収益向上
  市場ニーズに合致した高付加価値 
チョコレートへのシフト 
  健康志向による大豆たん白製品の 
需要・用途の拡大 
  乳化・発酵素材事業の収益改善

 2020年度業績予想ポイント
  チョコレート用油脂の競争力維持・拡大 
  パーム油分別品の用途拡大 
  チョコレートの競争力維持・拡大 
  大豆たん白素材の供給能力アップと 
用途拡大 
  PBFSを訴求した素材や製品の開発 
  サステナブル原料の拡大

 2019年度実績ポイント
ブラマー
  健康志向に応えた新市場を創出
  高付加価値製品の売上が大幅増
  生産ボトルネックの課題の発現
  LID*など産地国の新たな動き

フジ ベジタブル オイル
  チョコレート用油脂の堅調な販売
  好原料ポジションによる採算改善

ハラルド
  生産安定化、販売数量増加
  レアル安による原料コスト上昇

 2020年度業績予想ポイント
ブラマー
  需要総量の一時縮小
  ニーズの多様化、拡販機会の増加
  生産性・品質管理体制の改善
  カカオ調達の独自プログラム運用

フジ ベジタブル オイル
  外食産業向け数量の低下
  チョコレート用油脂の好調維持

ハラルド
  数量減、一方で少量包装品の展開
  需要を勘案した価格政策の導入

植物性食品素材で社会課題解決の一助となる
世界最速で高齢化社会を迎える日本エリアにおいて、少子高齢化と人口減少による労働力不足は今後
も課題となります。また、今回の新型コロナウイルスの感染拡大という未曾有の事態により、GDP成長率
はマイナスとなり、製造業を取り巻く環境も大きく変化すると思われます。そのような状況下で、以前より注
力していた労働者不足の減少を鑑みた人手不足対応型の製品開発に加えて、地球環境への関心の高ま
りにより需要が拡大すると考えられるPlant-Based Food（PBF）へもさらに注力してまいります。 

　こういった消費者ニーズの変化は、植物性食品素材を通して、社会課題に対するソリューションを追求
する我々にとっては追い風となることは間違いありません。 

　2020年度は、インバウンド需要や東京オリンピック・パラリンピック特需の消滅も含め、外食市場や土
産物市場の落ち込み等、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けますが、PBFを用いたソリューション
や内食市場向けの売上増加でカバーするための施策を検討していきます。2020年7月に稼動した千葉の
粒状大豆たん白新工場での増産もその一つです。 

　また、地球レベルで頻発する大型台風や大規模地震などの自然災害のリスクも懸念事項といえます
が、BCPとデジタル化による変革をさらに加速させ、サステナブルな食品素材の安定供給を果たしていき
たいと考えています。 

　今後も我々の考えは変わらず、SDGsに本業で貢献できるようESG経営を促進するとともに、世の中の
ニーズに柔軟に対応し、「おいしさと健康」をベースとしたPBFを中心に食のイノベーションを推進していき
ます。

ESG経営のもとにストラクチャー強化を図る
現中期経営計画の重要施策「コアコンピタンスの強化」に基づきブラマーを買収し、北米エリアにおける
チョコレート事業の新たな拠点を獲得しました。また、ニューオリンズに油脂加工工場を建設中であり、 
植物性油脂事業の新たな拠点として今後展開していきます。 

油脂事業とチョコレート事業は、不二製油グループの歴史的にも、また、技術的にも表裏一体の事業であ
り、米州エリアは南米のハラルド、北米のブラマー、フジ ベジタブル オイルを合わせ、不二製油グループの
中でも極めて重要なエリアとなりました。 

　今回の新型コロナウイルス感染拡大を受け、北米、南米とも経済への打撃が大きく、回復には時間が
かかりそうですが、以前から高まりつつある「安全・安心・健康・環境」についてのニーズは今後ますま
す高まると予測されます。早期に立ち直るためにも、各社の足腰の強化と並行して、消費者ニーズの変化
を見据え、「安全・安心・健康・環境」を最優先課題として、新製品の開発や工場運営などを改革して
いく必要があると考えます。 

　中長期的には、「米州エリアでの油脂事業を中心とする効率的なSCMの構築」、また、各エリア間の協
力体制により「原材料価格の低減」「各社の特徴のある製品の拡販」「チョコレート用油脂やコンパウンド
チョコレートの拡販」「次世代人材の育成」などを推進していきたいと考えており、特に欧州エリアとは先行
して具体的な連携課題に取り組んでまいります。 

　不二製油グループの持つ油脂技術や、各事業の技術力を活かした独自性のある製品により、社会課
題を解決すること、また、これまで培ってきたグループ内の生産性の高いオペレーション力を米州の会社
に導入することなどにより、「安全・安心・健康・環境」を使命とした、米州社会に無くてはならない「人
のために働く」グループになることを目指します。

営業利益推移
（億円）

営業利益推移
（億円）

JAPAN

THE AMERICAS

不二製油株式会社
代表取締役社長

大森 達司

ブラマー チョコレート  
カンパニー 会長
兼 フジ スペシャリティーズ
社長

酒井 幹夫
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 2019年度実績ポイント
  業務用チョコレート事業の拡大 
  タイ事業の安定化と事業の拡大 
  サステナブルパーム油の事業拡大 
  SAPの導入における決算の早期対応

 2020年度業績予想ポイント
  業務用チョコレート事業拡大 
  地域別マーケティング戦略による市場拡大
  地域統括機能の効率化、合理化 
  油脂製品応用開発による市場開発

 2019年度実績ポイント
  不二製油（張家港）、最高益更新 
  中国フィリング市場No.1シェア堅持 
  機能剤、中国国内拡販体制構築 
  選択と集中、山東龍藤不二食品の売却
  クリーム工場建設の決定

 2020年度業績予想ポイント
  ブラマーの参画によるチョコレート事業の強化 
  製パン素材の差別化商品の開発 
  社員1,000人体制に見合う管理強化 
  特殊医療用途食品市場への挑戦 
  植物肉の新市場・新時代への布石

 2019年度実績ポイント
  フジオイル ヨーロッパ最高益更新 
  フジ オイル ガーナ、稼動安定化 
  機能剤製造会社の新設 
  PBFSオープン・イノベーション稼動

 2020年度業績予想ポイント
  サステナビリティを強みとした 
植物性油脂事業とシア脂調達強化 
  高付加価値チョコレート設備増強 
  米州エリアとの連携推進 
  機能剤開発・販売拠点の設立 
  欧州発・新規PBFS事業の検討

競争環境が厳しい中でもグループ総合力で対応
東南アジアの食市場は、経済発展とともに拡大していますが、有力な地場企業や世界の競合も参入し、
競争は年々激化しています。フジオイル アジアの顧客には、「欧米発の健康志向／地球環境保護」など
SDGsが掲げるサステナブルな世界を志向する、世界で展開する企業と、東南アジア、アフリカなどの新興
諸国における地域に根差した企業が混在しています。 

　先進国のニーズの変化が一層加速する一方で、新興国は欧米のニーズとは異なる、産地に合った 

嗜好や食習慣があり、所得水準もまだ低いため、両者にはギャップがあります。この二極化する需要にい
かにバランスよく対応していくかが、中期的経営課題です。 

　また、足元での新型コロナウイルス感染拡大による各国政府の行動制限は、嗜好品の需要の減少とい
う形で一時的な販売の減退をもたらしていますが、生活に不可欠な食という必須産業に携わる使命感の
もと、各社は感染防止策を徹底しながら休むことなく稼動を続けています。これからの「ニューノーマル」な
世界でもグループ各社の力を結集し挑戦していきます。 

　今後も長年培ってきた顧客からの信頼にさらに磨きをかけ、おいしさと健康を通じて人と社会に貢献 

してまいります。

中国の食の多様化と健康志向の高まりに寄り添い、 
植物性食品素材で課題を解決
中国では新型コロナウイルスの感染拡大により大きな影響を受けましたが、不二製油グループは徹底した
感染予防対策により、比較的早く通常レベルまで回復を果たしました。 

　2020年度は、次の2点に注力します。一つは既存事業の不断のガバナンス強化による不二製油グルー
プの中国エリア全体の安定的な発展基盤の構築。もう一つは、中国の発展期待市場に挑戦し、先行布
石を打つことによる新しい柱の構築です。後者においては日本視点ではなく、地球視点で中国社会・中
国市場を見ることが重要だと考えています。 

　中国は巨大市場であるが故、巨額をつぎ込む世界の大手企業との戦いが続いています。私たちは 

どのような変化にも対応し、世界の大手企業との戦いに勝ち残れる体制を強化します。 

　2049年、中国は建国100年を迎え、この頃には世界一の経済大国になるといわれています。中国は 

世界のリーダーとしての自覚を持ち、地球環境対応にも率先して取り組んでいくことが求められます。 

　また、豊かになった中国では食の多様化が加速し、健康需要も高まっています。こうした中国社会の変化に寄
り添い、人と地球が抱える課題に向き合うことで、中国の社会課題を植物性食品素材によって解決していきます。

サステナビリティの発信によるグループ貢献を図る
食、サステナビリティ発信地の欧州で、新たなトレンドやグローバルスタンダードをいち早くビジネスで 

実践し、グループに貢献することが当エリアのミッションです。一方、Brexit、移民問題、東西・南北格差
に加え、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、社会の価値観、市場環境、消費行動が常に変化し
ており、チャレンジングなビジネス環境に直面しているといえます。 

　新型コロナウイルスの感染拡大は、「サステナビリティ消費」を「環境保護、気候変動、動物愛護」の 

枠を超え、「社会・環境・経済活動におけるShared Valueの実現」といった意味に進化させました。私
たちが仕入先・販売先のみならず、社会の全てのステークホルダーに対してShared Valueをもたらしてい
るかを見直す機会となりました。 

　今後は、イノベーションとサステナビリティを軸に、油脂・チョコレート・機能剤の各ビジネスにおいて、
ソリューションビジネスの拡大を目指します。また、2030年にはミレニアル世代に加え、Z世代が購買層の
多くを占め、PBFを志向する消費者が欧州人口の半数になるともいわれています。欧州発のPBFS事業に
ついても検討し、社会課題の解決に向けた体制を強化していきます。

SOUTHEAST ASIA

CHINA

EUROPE

フジオイル アジア
社長

信達 等

中国総代表
兼 不二（中国）投資有限 
公司 
総経理

峯村 政孝

フジ ヨーロッパ アフリカ
社長

六川 尚宏

エリア戦略

東南
アジア

中国

欧州
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農園／小規模農家 搾油工場 *1

農園会社

小規模農家

社外サプライヤー

一次精製

顧客

消費財

消費者

流通油脂加工・精製

不二製油グループ11社直接サプライヤー 22社 *2

油脂製造会社

不二製油（株）
フジオイル 

（シンガポール）
フジ ベジタブル オイル 

（米国）
など

パルマジュ エディブル オイル
（マレーシア）

ユニフジ
（マレーシア）

小規模農家
（収穫・乾燥・発酵）

配送

＜社外＞
カカオ加工会社

カカオ豆加工

顧客

消費財

消費者

流通業務用生産

業務用チョコレート 
製造会社 

ブラマー（米国）
不二製油（株）
ハラルド（ブラジル）

など

ブラマー（米国）
不二製油（株）

不二製油グループ9社

輸出業者
トレーダー

大規模 
仲買人

中規模 
仲買人

小規模 
仲買人

児童労働撤廃・森林破壊防止に向けたサステナブル調達コミットメントの策定

2020年6月、持続可能なパーム油・カカオ豆調達の実現に資するため、中長期目標を策定しました。また、活動の加速のためにKPI

を設定し、内外に公表しました。

なお、社会情勢の変化に即して、当KPIは2年を目途に見直しを行っていきます。
*1 TTP：Traceability to Plantation （農園までのトレーサビリティ）、供給農園の特定と森林破壊のモニタリング
*2 NDPE：No Deforestation, No Peat and No Exploitation（森林破壊ゼロ、泥炭地開発ゼロ、搾取ゼロ）
*3 CLMRS：Child Labor Monitoring and Remediation System（児童労働のモニタリングと改善策実施）
*4 WFCL：Worst Forms of Child Labor（最悪の形態の児童労働）
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サステナブル調達

主要事業における産業の動きと不二製油グループの 
サステナビリティ追求の方向性

パーム油のサプライチェーンと不二製油グループの位置づけ

新型コロナウイルスとの戦いが始まった人類にとって持続可能な世界の実現に向けた取り
組みは、業界全体と不二製油グループにおけるサプライチェーン上の課題に対しての長期コ
ミットメントの重要性を再認識するきっかけになりました。2020年、私たちはビジョンを支援
する新たな取り組みを発表しました。地球の気候変動をもたらす森林破壊対策はもとより、
アフリカなどでの農産品生産に従事する人々への人権侵害問題にも積極的に関与していき
ます。とりわけ児童労働問題については、現状のペースではSDGsの目標である「2025年ま
でにゼロ」達成は困難といわれています。これらの問題解決のためには民間企業単独の取
り組みでは限界があり、農業生産国政府、業界団体、顧客・消費者、NPO／NGOなどとも
協力しながら成果を出せる仕組みづくりに実務で挑戦していくことが重要であると認識して
います。食品産業においても、ビジネスで環境や人権問題にコミットできることが必須条件
となっているだけでなく、数多くの顧客からのお問い合わせやご要望が増加しています。さ
らに、NPO／NGOとのコミュニケーションも活発となっています。
　植物性の食品素材によって社会課題を解決することを主軸とする当社グループにとって、
主要原料のサプライチェーン上に関わる環境問題・人権問題に向き合い、活発に取り組ん
でいくことは当然の責務です。また、全ての原料をサステナブルな調達に切り替えていくこと
が当社グループのビジネスの持続可能性を高めるために不可欠な戦略として、2020年、サ
ステナブルについての中長期コミットメントを公表しました。KPIに基づき取り組みを進め、グ
ループ全体での活動を加速させていきます。

SDGs目標達成に向けて
調達の観点から取り組み、
実績に結びつけていきます。 執行役員 

油脂・チョコレート事業部門長

科野 裕史

中長期目標 現状：参考情報 2025 2030 最終目標

パーム

森林破壊防止 （TTP*1 52%） TTP 75% TTP 100%

NDPE*2

搾取防止 労働環境改善10%（主要子会社）
労働環境改善100%
（主要子会社）

労働環境改善100%
（全直接サプライヤー）

カカオ

児童労働撤廃 （CLMRS*3 ブラマー 直接調達 97%） WFCL*4 ゼロ 児童労働ゼロ
児童労働撤廃、
森林破壊撲滅

森林再生 （プログラム豆累計植樹 13万本） 植樹50万本 植樹100万本

植物性油脂
事業

  インドネシア・マレーシアの森林破壊抑止に最大限尽力
を継続。
  RSPOは依然として中核プラットフォームであり、新しい 
手法も加え、パーム果房のトレーサビリティ改善を推進。

  原料のパーム依存緩和のため、油脂原料の多様化にも
着手。

コミットメントを策定
（次ページ参照）

業務用
チョコレート事業

  2019年はガーナ・コートジボワール両国がLID（Living 
Income Differential）を支援、EUと米国でのデューディリ
ジェンス法制化についての議論に活発に参加。
  事業の持続可能性の担保およびSDGs目標達成に深く 
関与する課題であると認識し、グループ全体での取り組み
を加速。

コミットメントを策定
（次ページ参照）

大豆加工素材
事業

  世界的な消費拡大が見込まれる中、環境・人権に関する
課題に対する注目度向上。

  2020年度から「責任ある大豆に関する円卓会議（RTRS）」
に加盟することを決定。バリューチェーン関係者と協力し
てサステナブル調達を推進。

2021年半ばまでに
調達方針・KPIを策定

カカオのサプライチェーンと不二製油グループの位置づけ

*1 2019年7月～12月の搾油工場リスト（ミルリスト）には、約1,300軒を超える搾油工場を登録しています。
*2 2020年5月時点

サステナブル調達に関する取り組みの詳細は
「サステナビリティレポート 2020」をご参照ください。

https://www.fujioilholdings.com/csr/
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ユニフジはフル稼動を目指す

ユニフジは、持続可能なパーム油に対して志をともにするパートナーである

UNITED PLANTATIONSとの合弁会社です。同社の農園から、高品質かつ持

続可能なパーム油を確保し、当社グループの強みである分別技術をもとに、高

付加価値のパーム油製品を生産し、グループ各社から世界の顧客に販売して

います。

　2019年度は、世界のチョコレート菓子メーカーや日本の顧客を現地に招待

し、CSV（Creating Shared Value）、サステナブル調達の重要性について、パー

トナーであるUNITED PLANTATIONS代表とディスカッションを実施しました。

また、顧客による正式品質承認や公的規格承認などのプロセスを順次経て6

割程度の稼動となり、グループのRSPO認証油比率は17%から24%へ増加しま

した。

　NDPEに対応したサステナブルなパーム油の需要は高まっており、油脂事業

におけるユニフジの意義はますます高まっています。グループ全体のサステナブ

ルパーム調達の柱として、2020年度はフル稼動を目指します。

・ 2020年度は搾油工場までのトレーサ
ビリティ（TTM）100%を達成
・ 次に農園までのトレーサビリティ 
（TTP）を改善するため、次の5つの
アプローチを実施。

1.  RSPO認証使用率
2.  改定グリーバンスメカニズム 
（P56参照）

3.  ランドスケープアプローチ：森林破
壊と人権に関連（P56参照）

4.  サテライトモニタリング：森林破壊
に関連

5.  労働環境改善プログラム：人権に
関連

2020年度は、Suspend and Engage 
Protocol（一時停止・積極的関与手
順）を導入し、直接・間接的にかか
わらず、全てのサプライチェーン上の
サプライヤーに対してガイドライン遵
守の強化を図る。

改定グリーバンスメカニズムの実践に
より、直接サプライヤーとのエンゲー
ジメントを確立。

農園～搾油～一次精製～二次加工
精製までが全てトレースできる市場 
開拓。

コミットメント
NDPEの推進
  保護価値の高い森林、炭素貯蔵量の多い森林および泥炭湿地林
における森林破壊ゼロ
  泥炭地における新規開発ゼロ
  先住民、地域住民、労働者の搾取ゼロ

2016年3月に策定した本方針では、人 と々環境を尊重する 

サプライヤーから責任ある方法で生産されたパーム油を調達

することを約束しています。

不二製油グループ「責任あるパーム油調達方針」

STEP  1 STEP  2 STEP  3

トレーサビリティの改善 サプライヤーとのエンゲージメントを通した 
自社のサプライチェーンの改善とリスク低減

持続可能なパーム油の創出、 
市場拡大の取り組み

改定グリーバンスメカニズム 直接サプライヤーとの 
エンゲージメント

ユニフジなどの戦略視点で 
新規市場開拓

UNITED PLANTATIONS ユニフジ 不二製油グループ

世界で 
販売

人権・環境に 
徹底的に配慮した 
サステナブルな 
パーム農園

残りは農園の 
肥料として使用

パーム原油

＜バイオマス発電＞
搾油に至る工程で発生する 
殻や繊維をバイオマス発電の 

燃料として使用

さまざまな融点の 
油脂原料

チョコレート用 
油脂など

空果房・パーム核シェル・ 
繊維・バイオガス

バイオマス 
エネルギー・ 
ボイラーの供給

一次精製・ 
分別

油脂加工・ 
精製

収穫・脱果・搾油

パーム油産業の社会問題・環境問題解決に向けた取り組み

KPI

不二製油グループのアプローチ

  サプライチェーンにおける森林破壊や人権問題を防止するため、不二製油グループ「責任あるパーム油調達方針」とその 
取り組みについて継続的にコミュニケーションを図っています。

  また、認証油の推進、グリーバンスメカニズム、ランドスケープアプローチ、サテライトモニタリング、労働環境改善プログラムといっ
た手法を取り入れ、持続可能なコミットメントを強化しています。

1  パーム農園までのトレーサビリティ（TTP）を2030年までに100%（現状52%）
2   主要グループ会社パルマジュ エディブル オイル*（マレーシア）の全サプライヤーへ労働環境改善プログラム 
（LTP：Labor Transformation Program）を適用し、2025年までに完了。

* 不二製油グループ本社の100%子会社の油脂精製拠点であり、当社グループのその他の植物性油脂工場に戦略的にパームを提供しています。

2020年度方針とKPI

パーム果房の搾油工場までのトレーサビリティ（TTM）は100%を維持しつつ、パーム農園までのトレーサビリティ（TTP）の2020年度末60%の 
達成（2019年度：52%）
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サステナブル調達

パーム油のサステナブル調達
不二製油グループは、基幹原料の一つとしてパーム油の可能性を追求し続け、新しい食文化を切り拓いてきました。 
他の油脂原料に比べても生産効率が良いパームは、世界で最も消費される原料の一つであり、もはや他の原料での 
全面的な置き換えは困難です。パーム油産業の抱える社会課題・環境課題に向き合い、持続可能な調達を目指すことが 
当社の社会的責任であると考え、「責任あるパーム油調達方針」を策定しました。

https://www.fujioilholdings.com/news/2016/__
icsFiles/a�eld�le/2018/01/12/160310.pdf
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担当者
コメント

UNITED PLANTATIONSの広大なパーム農園の一角に立地

 パーム核油　  パーム原油
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0

50

100

150

200

（年）

不二製油グループのRSPO認証油取扱量
（千t）

グループネットワークによる価値創造の拡大

ユニフジは、2019年1月17日にマレーシア国王をお招きする中で本格的に稼動を開始し、主要顧客への拡販施策に尽力してき
ました。ユニフジが持つ独自かつ完全トレースできるシンプルなサプライチェーンとグリーンカーボンフットプリントを高くご評価
いただき、代表的なマルチナショナルカンパニーと戦略的パートナーになることができました。2019年4月にはサステナビリティの
チャンピオンとして、そのうちの1社から表彰を受けました。
　そしていま、この完全トレースできるシンプルなサプライ
チェーンによる価値創造を、不二製油グループのグループネット
ワークを通して拡大していきます。並外れた品質かつ、コンタミ
ネーションやトレーサビリティの管理が徹底された原料によって、
欧州、北米、アジアでの展開を強化し、他のマルチナショナル
カンパニーとも協力関係を構築していくことで、ユニフジの拡大
を図っていきます。

フジオイル（シンガポール）
Managing Director

パルマジュ エディブル オイル
Managing Director

ユニフジ
Director

フジオイル アジア
Director

Teo Yong Wah

サステナブル調達に関する取り組みの詳細は
「サステナビリティレポート 2020」をご参照ください。

https://www.fujioilholdings.com/csr/
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改定グリーバンスメカニズム

グリーバンスメカニズムは、「責任あるパーム油調達方針」に基づいてサプライヤーのコンプライアンス違反に対処し、ステークホ

ルダーから不二製油グループに提起されたサプライチェーン上の環境・社会問題の改善を図るために、2018年5月に策定されま

した。2020年6月末現在、累計147件のグリーバンスがリストに記録されています。うち、取引が確認された108件のうち9件につ

いては取り組み完了、45件については取り組み完了後モニタリングの継続、11件は取引の一時停止、43件についてはサプライ

ヤーと協働しながら問題解決への取り組みを進めています。

　パームサプライチェーン上における問題点を精査し、サプライヤーとサステナビリティパートナーの協力のもとに取り組むことで、

環境・社会的に問題のある企業による森林破壊や、人権に関する改善点の成

果の実現を目指しています。

　2020年度は、Grievance Procedure （苦情処理手順書）を改定しました。改

定を通し、当社がエンゲージを行う対象企業の再定義、Suspend and Engage 

Protocol （一時停止・積極的関与手順） 導入による、直接的・間接的にかかわ

らず全てのサプライチェーン上のサプライヤーに対する取り組みの強化、各グリー

バンスにおけるプロセスをよりクリアにする整理を行い、当社のステークホルダー

の要望への対応と、「責任あるパーム油調達方針」の取り組みを強化しています。

インドネシアでのランドスケープアプローチによる改善活動 
APT（Areas for Priority Transformation）Landscape Initiatives

インドネシアのスマトラ島において、当社のサステナビリティパートナーである

Earthworm Foundationによるランドスケープアプローチ*1を進めています。この

取り組みは、スマトラ島のアチェ州において農園開発・侵食の脅威にさらされて

いる貴重な熱帯雨林を対象に展開され、さまざまなステークホルダーがともにラン

ドスケープアプローチを行っています。

　この地域の森林破壊の原因は、パーム農園の拡大、社会インフラ建設、法規

制緩和など複雑に絡み合っています。自社の持続的サプライチェーンのために

直接サプライヤーと取り組む一方で、一企業による取り組みには限界もあります。

ランドスケープアプローチにより現地の政府、サプライヤー、ローカルNGOを巻き

込み、地域の搾油工場や農園、小規模農家と対話し、HCSA*2によるアプローチ

などによって High Carbon Stock（HCS）の森林保護を進め、地域全体で無秩序

な森林破壊の防止活動を広めていくことが重要です。2019年には現地での集

会に参加し、現地調査、タスクフォースの形成、複数の政府機関や地域社会等と

の行動計画策定などを実施しました。
*1  ランドスケープアプローチ：特定した地域について、パーム農園に限らず、NGOやコミュニティ・政府などのマルチステーク 
ホルダーが参画し、地域ごとに改善を図るアプローチ

*2  HCSA：High Carbon Stock Approachの略。高炭素貯留アプローチ。森林地域を保護するため、低炭素の劣化地と区別する科学的なアプローチ。地域コミュニティの地権と暮らしも尊重する

カカオ豆のサステナブル調達
チョコレートの消費が世界で増える一方で、チョコレートの重要な主原料であるカカオは、主要生産国の西アフリカでさま
ざまな社会問題を抱えています。不二製油グループは、世界で生産数量第3位の業務用チョコレートメーカーとして、 
カカオ農家を支える持続可能なシステムの開発・実行・維持に果たす役割の重要性を認識しています。

コミットメント

  農家の生活環境改善
  当社サプライチェーン上の児童労働の撤廃
  森林破壊の防止と森林の保全

不二製油グループでは、2018年8月に「責任あるカカオ豆調

達方針」を公表し、カカオサプライチェーンに関わるさまざまな

ステークホルダーと協力しながら、事業全体を通じて持続可

能な方法で生産されたカカオ豆調達を目指すことを表明しま

した。2020年にはブラマーのサステナビリティの考え方・手法

も積極的に取り入れ、具体的なKPIを設定しました。

不二製油グループ「責任あるカカオ豆調達方針」

カカオ・チョコレート産業の社会問題解決に向けた取り組み

KPI

より確かな行使力と 
実効性の獲得

グループ全体の 
取り組みレベル向上

KPIの策定と 
社内浸透

児童労働撤廃に向けた 
教育への支援

不二製油グループのアプローチ

1 2 3 4

  コートジボワールとガーナの2国で200万人といわれるココア農業に従事する児童労働は大きな社会問題となっており、その背景
として農家の所得の低さや質の高い教育の不足が挙げられている。

  EUの児童労働監視を義務づける法令化の動き、米国の税関・国境取締局（CBP）による規制強化の動きなど、グローバルでの
取り組みが進行。

  WCFに加盟する不二製油グループにおいても、LID（Living Income Differential）の支持を表明し、コートジボワール・ガーナ 
両国政府とWCFをプラットフォームとしたカカオ・チョコレート産業界が一体となった取り組みを推進。

SDGs目標8.7 において、18歳未満の児童による最悪の形態の児童労働を2025年までに撤廃することを目指しています。
* 最悪の形態の児童労働（WFCL= Worst Forms of Child Labor）は、ILOの182号条約（1999年）によって、以下のように定められています。
　① 人身売買、徴兵を含む強制労働、債務労働などの奴隷労働
　② 売春、ポルノ製造、わいせつな演技に使用、斡旋、提供
　③ 薬物の生産・取引など不正な活動に使用、斡旋、提供
　④ 児童の健康、安全、道徳を害するおそれのある労働

児童労働の実態を監視して改善するため、ブラマーではその実践方法として、CLMRS（Child Labor Monitoring and Remediation System）を 
導入しており、不二製油グループ本社でもプログラム豆の実施要件としています。

森林破壊のないランドスケープモデルの実践です。カカオ農園の拡大による影響を受けている地域に樹木などを配布していきます。
　ブラマーは、立ち上げメンバーとして、これまでもCocoa & Forest Initiative活動の一環で進めてきました。緑陰樹などの植樹はカカオに対して
適度な湿度を与えるだけでなく、動物や昆虫との共存にもプラスに働きます。

児童労働
不二製油グループのカカオ豆・カカオ製品のサプライチェーン上における児童労働を2030年までに撤廃するため、2025年
までに国際労働機関（ILO）の定める「最悪の形態の児童労働*（WFCL）」のゼロを達成。

森林再生
カカオ栽培地域に対して、2030年までに樹木品種の多用途性と生物多様性に配慮した100万本の植樹を実施

グリーバンス提起

Grievance Procedure

グリーバンス仕組み

NGO、被害者

農園 搾油工場 直接 
サプライヤー

不二製油グループ

エンゲージメント

一連の処理をレポート・公表

苦情 
受理

苦情の 
調査

状況の 
是正・改善 モニタリング クロージング

人権 
問題

環境 
問題
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サステナブル調達

現地政府とのマルチステークホルダーダイアログ

地元の女性や子供たちが農業慣行や、収入を得るための作物 
栽培を学ぶ学校

https://www.fujioilholdings.com/news/2018/__
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20年近くにわたり、ブラマーは世界中で包括的かつ革新的な持続可能性プログラムを発展させ、カカオ産業をリードしてきま 
した。早い時期からの経験の蓄積を経て、受賞歴のある私たちのSustainable Origins™*のプラットフォームは、今日のカカオの持続
可能性のスタンダードとなっています。そしていま、不二製油グループの一員としてともに取り組む機会を歓迎しています。ブラマー
の経験、そして不二製油グループの明確なビジョンと持続可能性へのコミット
メントの融合により、私たちはお客様のサステナビリティの目標達成に必要不
可欠なサポートと、農業コミュニティの確実な成功機会を提供し、産業に残さ
れた課題の解決への道筋をつけ、業界をリードしていきます。

* Sustainable Origins™
ブラマーのサステナブル基本方針。世界のカカオ生産者とそのコミュニティに強くコミットするものであり、
1939年の創業当初からの持続可能なカカオ栽培と農家の生計前進に対して負う責任を引き継ぐビジョン

Kip Walk
ブラマー 
Senior Director, 
Corporate 
Sustainability

ブラマー参入を機会に世界の主要なカカオ業界団体加盟を整理し、グループ会社間での情報共有と連携を強化しました。

不二製油グループの取り組み状況

カカオ豆は赤道の南北緯度20度以内で生育し、主な生産国は西アフリカや南米の国々です。不二製油グループは、特に生産量

の多い3ヵ国においてプログラムを展開しています。ブラマーが複数のサステナブルプログラムを展開してきた最大生産国である

コートジボワール、不二製油グループが2019年度よりプログラムを開始したエクアドルに加え、2020年度からは第2の主要生産国

であるガーナも対象とし、不二製油グループの社会的責任を果たしていきます。

ブラマーからより進んだ手法の導入
ブラマーはWCF創立の主要メンバーであり、いち早くカカオ産業の持続可能性を追求する自社プログラムの実施に注力する 

など、カカオ豆のサステナビリティに対する業界の先駆者です。不二製油グループは社会に貢献する事業拡大を進めるために、 

ブラマーが長年にわたり構築してきた経験や手法を活かしながら、グループ全体の取り組みレベルの向上を目指します。

ブラマーのサステナビリティチームと協働し議論を進め、具体的目標設定を行いました。

　また、販売部門・事業統括部門への研修会を実施し、カカオ豆の社会課題と産業の 

動き、当社グループ方針の周知・浸透を図り、サステナブルな業務用チョコレート事業の拡

大を進めています。

児童労働モニタリングと改善プログラム
WCFはコートジボワール・ガーナ両国政府およびユニセフ・世界銀行と一体となり、新しいフレームワークを構築中です。不二製油グ

ループでは、スイスのヤコブ財団がコートジボワールにおける教育支援と幼児の栄養教育支援のために開発中のプログラム「CLEF（Child 

Learning and Education Facility）／ELAN（Early Learning and Nutrition Facility）」に、5年間で合わせて100万米ドルの資金を提

供する方針でヤコブ財団と基本合意書を締結しました。

　併せて、プログラム豆におけるCLMRS（児童労働監視改善システム）を進め、実効性の高い活動を行っていきます。

 
 

コミュニティ連絡係が、 
協同組合の全世帯と 
農場を訪問し、 
問題に関する 

基本的な情報を収集

 
 

児童の危険な労働従事
を発見

（または自己宣言）

 
 

モバイルアプリへ 
データベース入力

児童労働エージェントに
よるローカル情報検証

 
 

データベースを分析し、 
児童労働エージェントと 
コミュニティ連絡係と 
連携し実施する 
是正プログラム提案

 
 

ローカルパートナーが 
当該児童あるいは親に 
是正サポートを実装

 
 

対象を監視し、 
改善活動の有効性を 
継続的にレビュー

森林破壊の抑制と植林活動

西アフリカの森林破壊の防止と森林再生を目指しています。これまで既にブラマーが実施して
きた植林活動や、単収向上による農地拡大の抑制と所得向上のための農業指導活動を拡大
し、不二製油グループではカカオ栽培地域農園に対して、2030年までに生物多様性に配慮し

た100万本の植樹を行います。

自社プログラム豆の展開

認証、児童擁護、森林破壊、植樹、農家指導と起業などの要件を包括的に盛り込んだサステ
ナブルプログラム豆（Sustainable Origins™）を導入・展開しています。エクアドル・コートジボ
ワールに加え、2020年度はガーナでの自社プログラム豆の導入も開始しました。
　これらは国際認証であるUTZ、Rainforest Allianceのマス･バランス（MB）認証豆としても
取り扱いが可能です。

グループ全体の取り組みレベル向上

KPIの策定と社内浸透

児童労働撤廃に向けた教育への支援

より確かな行使力と実効性の獲得1

2

3

4

* 2020年度加盟予定

CLMRSの仕組み
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サステナブル調達

団体名 本部 不二製油グループ加盟状況
WCF
World Cocoa Foundation 米国 グループ本社

ブラマー
CMAA 
Cocoa Merchants' Association of America 米国 ブラマー

FCC
Federation of Cocoa Commerce イギリス グループ本社 *

ブラマー
ECA
European Cocoa Association ベルギー フジオイル ヨーロッパ

CAA
Cocoa Association of Asia シンガポール フジオイル アジア*

コートジボワール 
ブラマーが元々取り組む複数の顧客テイラーメード型のサステナ
ブルプログラム（Sustainable Origins™）。これらのプログラムは、
不二製油グループ本社の調達方針に沿ったものであり、不二製油
グループは、今後もプログラムを支援・拡充していく。
内容：  ・児童労働削減 

 ・農家の所得向上のための各種支援 
 ・女性の社会的地位の改善のためのプログラム 
 ・トレーサビリティの確立 
 ・森林破壊の抑制と植林活動 
 ・ 地域コミュニティのインフラ（学校・病院・井戸など）の支援

ネットワーク：72農協、41,000農家、1,000農村

ガーナ
2020年度より新たに取り組むプログラム。 
需要の高まる日本・アジアへの供給を目指す。
内容：   ・児童労働削減 

 ・生産性向上に向けた農業支援 
 ・女性の社会的地位の改善のためのプログラム 
 ・トレーサビリティの確立 
 ・森林破壊の抑制と植林活動

対象：1,250農家予定

エクアドル 
2019年度、不二製油グループにとって初めてのサステナブル 
プログラムを開始。
内容：農家の単収改善のための農業支援
対象：68農家

世界の主要なカカオ業界団体と不二製油グループの加盟状況

コートジボワール

215

ガーナ

80

エクアドル

33

その他

142
カカオ豆 
生産量
（万トン）

470

出典：
International Cocoa Organization 
2019/2020



環太平洋エリアを中心とした10ヵ国16拠点で、各地域の嗜好、顧客ニーズに合わせた業務用チョコレートを供給しています。2010

年に約3割であった海外比率は、2019年には約8割に達しました。

グローバル体制の構築

当社グループは、チョコレート用油脂（植物性油脂事業）で世界TOP3の一角を占めるシェアとノウハウを保有しており、コンパウン

ドチョコレートに強みを持っています。ここにブラマーが加わったことで、従来は直接関与していなかったカカオ原料の領域までバ

リューチェーンが上流に拡大し、課題であったカカオのサステナビリティについての取り組みも前進しました。

バリューチェーンの拡大によるサステナビリティの強化

チョコレート事業のバリューチェーン

当社は2015年に業務用チョコレートでブラジル最大手のハラルドを取得し、以来、M&Aを積極的に推進してきました。2019年には、

米国大手のブラマーを取得。不二製油グループの世界でのプレゼンスは大きく向上しました。それまでも当社は、業務用チョコレート

市場において日本やアジアで高いシェアを占めていましたが、主戦場ともいえる欧米でのシェアはゼロに等しく、橋頭堡もない状態で

した。また、世界のトップメーカーとは異なり、当社の業務用チョコレート事業はチョコレート用油脂の開発を中心に発展してきたこと

から、カカオ豆農園、カカオ豆加工、業務用メーカー、末端メーカー、消費者と続くサプライチェーンの中で、後半部分のみで事業を行

うような形となっていました。そのため、カカオ豆の調達にまで直接関与することはできず、今後想定される原料のサステナビリティに

対する厳しい要求に耐えることは難しいと考えていました。しかし、米国で高いシェアを誇り、長い歴史の中でカカオ豆農園と深く関

わってきたブラマーがグループ入りしたことによって、当社の大きな弱点であった「米国での事業基盤」と「サステナブルな原料（カカオ

豆）の確保」を克服する土台が手に入りました。当社の業務用チョコレート事業は、新たなステージへと大きく踏み出したのです。

　現在、当社事業の中で、同事業が占める利益の比率は高く、中心的な稼ぎ頭となっています。引き続きその役割を果たすべく、

当特集でご説明する各種施策を着実に実行し、事業拡大に尽力し

ていきます。また、このたびの新型コロナウイルスの感染拡大のよう

な世界的危機が起こると、消費者動向や産業自体の構造が大きく

変化してしまう可能性があります。それらに備え、次の手、さらにはそ

の次の手を打てるだけのキャッシュを創出するという大きな使命も

負っていると認識しています。

　チョコレートには科学的に「癒し」の効果があるといいます。その特

徴は、このような閉塞感が続く世の中にあって、ますます強く求められる

ものとなるでしょう。また、世界的に高齢化が進む中で、口に入れて溶

けやすい性質を利用した、栄養補給を目的とした製品も出てくるかもし

れません。そして、当社グループには、油脂技術、たん白技術といった、

このようなチョコレートのさまざまな可能性を拓くことができる独自の強

みがあります。大手の競合とは一線を画した製品開発を行い、チョコ

レートの新たな価値を世界の消費者の皆様にお届けしていきます。

0

100

200

400

300

2019201820172016201520142013201220112010 （年度）

M&Aを積極展開

当社グループ業務用チョコレート販売数量の推移

カカオ豆

カカオマス

ココアパウダーココアバター

コンパウンド
チョコレート

原料調達

業務用生産

消費財の生産

カカオ豆 
加工＆
油脂加工

パーム

チョコレート用油脂

一次精製

分別・油脂加工

焙炒・磨砕

圧搾・粉砕

不二製油グループ
のコア事業 ピュアチョコレート

ココア飲料 
など

板チョコ プラリネ ビスケット 
など

コーティング 
ケーキ

パン アイス

ブラマーを取得し
バリューチェーン
拡大

（千t）

＋ 砂糖・乳・油脂
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特集

チョコレート事業は
新たなステージヘ
チョコレート用油脂の開発から始まった不二製油グループの

チョコレート事業は、ブラマーの買収により、

世界第3位の業務用チョコレートメーカーになりました。

グローバル展開が加速し、戦うフィールドも拡大する中、

長年培ってきた強みをグループで最大化するための

取り組みを加速させていきます。

ブラマー チョコレート カンパニー 会長
兼 フジ スペシャリティーズ社長

酒井 幹夫

酒井 幹夫

ブラマー
President and CEO 

Peter Blommer

フジオイル ヨーロッパ
2006年～業務用チョコレート 
製造開始

ブラマー
2018年取得

不二製油（張家港）
2003年～業務用チョコレート 
製造開始

ハラルド
2015年取得

フジ グロ－バル チョコレート（M）
2016年取得

インダストリアル フード サービシズ
2018年取得

フレイアバディ インドタマ
1995年 設立

フレイアバディ（タイランド）*
2015年設立

不二製油（株）
1963年～コーティングチョコレート
販売開始

コンパウンドチョコレートとは
チョコレートの主原料はカカオ・乳・砂糖・油脂。油脂の
うち、カカオから採れるココアバターを用いたものを「ピュ
アチョコレート」、ほかの植物性油脂からつくるチョコレー
ト用油脂を配合したチョコレートを「コンパウンドチョコレー
ト」と呼ぶ。コンパウンドチョコレートは速乾性・耐熱性な
どの機能を持ち、パンや洋菓子など広く活用ができ、チョ
コレート使用食品のおいしさと多様性を実現する。
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人口増による消費増

消費エリアの 
拡大による 
コンパウンド需要増

  温暖な地域での 
チョコレート使用 
食品の消費増

嗜好の多様化による 
コンパウンド需要増

  健康志向消費
  エシカル消費

成長戦略
グループの強みを 
最大限活かすための連携

チョコレート世界会議の実施

世界各地の拠点からチョコレート事業の担当者が集ま

り開催しています。以下の4つの分科会があり、それぞ

れの課題についての議論と情報共有を重ねています。

開発分科会： 
グローバル製品の企画・開発

販売分科会： 
マルチナショナルカンパニー向け販売について 
グループ内連携など

原料購買分科会： 
 原料調達におけるグループシナジーの検討

技術・生産分科会： 
 技術情報共有と
生産性向上

マルチナショナルカンパニーへの対応

これまで顧客対応は各グループ会社が個別に行ってい

ましたが、世界で展開するマルチナショナルカンパニー

への販売を強化するために、グループ全体で対応でき

る体制に移行しました。アジア、米州、欧州での供給体

制を活用し、ブラマーを窓口に各グループ会社の販売

の連携を強化しています。

生産ノウハウの共有、生産キャパシティの 

グループ間相互活用

優位性のある日本の生産技術をグループ各社で共有する

ことで、グループ全体での生産性の向上につなげています。

　買収した会社には生産部門や開発部門経験者を派

遣し、ノウハウの継承に努めています。

　また、各エリアでの生産キャパシティを最大限に活かす

ため、グループ内で生産余力のない工場から、余力のあ

る工場への生産移管を実施しています。2019年度は、中

国エリアにおいて、不二製油（張家港）から、新たにグルー

プに加わったブラマーの上海工場への生産移管を行い、

グループ全体での生産体制の最適化を図りました。

サステナブルな調達
カカオ農園やカカオ加工に精通し、サステナブル調達に先進

的なブラマーが加わったことにより、サステナブルなカカオ豆の

安定調達の基盤ができました。ブラマーのカカオ調達の経験

やノウハウを共有することにより、グループ全体のサステナビリ

ティ対応を拡大していきます。

成長機会の拡大
　　　　　　　　　 グローバル戦略 エリア戦略

チョコレート事業の 
ミッション達成

　　　　　　　　　差別化

＋

  チョコレートで 
おいしさと健康を 
提供

  信頼を得て 
「一番の存在」となる 
（顧客・従業員）

  グループの 
成長のための 
キャッシュ・フローの 
創出

競合他社と
一線を画した
価値の提供

  効率改善

  市場密着

  シェア拡大

  調達

  開発

  生産

  販売

  素材開発

  アプリケーション 
開発

  製造加工
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特集
チョコレート事業は新たなステージヘ

チョコレート
事業の
グローバル戦略

グローバルに大きく舵を切ったことで、

主要顧客が世界で展開する

マルチナショナルカンパニーへと変わり、

拠点間の連携強化の重要性が増しています。

これまで培ってきた生産・開発技術、

原料調達のノウハウの共有により、

グループとしての強みを最大限に活かす

取り組みを進めています。

パーム

技術・ノウハウ グループシナジー 個社の成長

素材の価値を 
最大化

素材の価値

カカオ 大豆

健康

おいしさ

使いやすさ サステナブル

サステナビリティに対応する
チョコレートメーカーとして世界中から期待

カカオの先進的な 
サステナビリティへの取り組み

サステナブルな 
パーム油の調達が可能

調達方針の策定

チョコレートは、環境・社会問題をはらむカカオを主原料として

います。不二製油グループは、2018年に「責任あるカカオ豆調

達方針」を策定し、以下の目標設定を行っています。

【課題解決のためのKPI】
1  児童労働
不二製油グループのカカオ豆・カカオ製品のサプライチェーン

上における児童労働を2030年までに撤廃するため、2025年

までに国際労働機関（ILO）の定める「最悪の形態の児童労働

（WFCL）」をゼロにします。

2  森林再生
カカオ栽培地域に対して、2030年までに生物多様性に配慮し

た100万本の植樹を行います。

カカオ豆のサステナブル調達
 P57



ブラマー

北米シェアNo.2、チョコレート・カカオ業界の雄

市場の特性
 単一国家では世界最大の業務用チョコレート市場
 健康志向品を中心とするプレミアム品のニーズの高まり

強み
 業界団体での存在感
 サステナブル調達
 MNC*との関係性
 ブランド力

従来の成長と今後の方向性
2018年度に不二製油グループの一員となりました。
　マルチナショナルカンパニーへのチョコレートやカカオ製品の供
給がビジネスの中心ですが、昨今では健康ニーズの高まりから、
シュガーフリーチョコレート等のプレミアム品の裾野も広がってい
ます。一方、市場ニーズの多様化とともに、より効率的な生産体
制の構築が急務となっており、設備投資を含む生産性の向上に
努めています。また、事業の持続的な発展と社会課題の解決の
ために、チョコレートの主原料であるカカオ豆のサステナブルな調
達への取り組みを加速させ、
不二製油グループの先導役
として、各グループ会社への
展開を進めていきます。

不二製油グループに加わったことで、グローバルな生産拠点の活
用による一層のマルチナショナルカンパニーへの貢献や、両社の持
つカカオと油脂の技術的な連携による革新的な新製品の導入がで
きるようになりました。また、カカオのサプライチェーンにおける児童
労働や森林破壊の問題への取り組み等、サステナビリティの課題
に対して不二製油グループ全体で協力し前進していきます。
　引き続き生産効率の向上やコスト削減を目的とした業務改善や
設備投資を進めていくとともに、消費者の健康志向に対応した高
付加価値製品に重点を置いた成長分野に投資をしていきます。
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不二製油（日本）

経済成長・チョコレート使用 
食品の広がり

油脂技術をベースとした 
コンパウンドチョコレートの販売拡大

インバウンド増・土産物市場拡大 カラーチョコレートの販売拡大

高齢化・人手不足 溶解・加工せずにそのまま使用できる 
成形チョコレート伸長

健康需要・サステナビリティ 
要求の高まり

サプリメント用途など健康に貢献する製品の拡大、
サステナブル調達の取り組み

マーケット特性に合わせた展開の歴史

日本シェアNo.1、顧客対応力に強み

市場の特性
 大・中・小、多数の企業が存在
 多品種構成
 コンパウンドチョコレートが主流

強み
 チョコレート用油脂、国内シェアトップ
 多拠点化によるBCP対応
 顧客の課題への対応力

従来の成長と今後の方向性
創業当時から手がけたチョコレート用油脂を足がかりとし、1960
年代から日本において業務用チョコレートを販売してきました。
油脂の機能を活かし、各時代に必要とされたチョコレートで差別
化し、コンパウンドチョコレートの市場を拡大してきました。今後
は、少子高齢化の日本社会で拡大する健康需要と、サステナビリ
ティへの対応へ注力していきます。

不二製油は、顧客から「おいしさと機能性」を価値として認めてい
ただいたことで、業務用チョコレートの国内シェアトップという現
在の立ち位置を築いてきました。
　しかし、時代とともに価値観は変化し、これまでの「おいしさと
機能性」に加え、今後は新たに「サステナビリティ」という軸を求め
られることになります。
　チョコレートの主原料のカカオは、児童労働を含む問題をはらん
でいます。子供たちも食べるチョコレートでそのような問題はあって
はなりません。ブラマーのサステナブルカカオの調達能力を活かし、
変化する価値観に応えるとともに、持続
的な事業の発展を目指します。

取締役
営業部門長
兼 東京支社長

広沢 達明
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チョコレート事業は新たなステージヘ

各社の
今後の展開

業務用チョコレート事業のグローバル戦略の 

もと、主要会社であるブラマー、不二製油（日本）、

ハラルドにおける取り組みと

今後の展開を紹介します。

President and CEO

Peter Blommer

ハラルド

ブラジルシェアNo.1、強いブランド力

市場の特性
 イースターでの旺盛な需要
 コンパウンドチョコレートが主流

強み
 歴史に裏づけられた信用力
 幅広い販売網
  競合他社と比較し、 
幅広い製品群を保有

従来の成長と今後の方向性
2015年の買収時より、品質・包装に関するクレーム対応、老朽化
した工場設備・資金調達の整備に注力し、足場固めに努めてき
ました。改善努力は功を奏し、ハラルドは従業員が働きたい会社
へと変貌しました。
　今後はさらなる発展のため、新製品開発、新市場開拓を加速
させる必要があり、経営陣も刷新し、攻めに転じる体制が整いま
した。生産性向上とともに攻めるべき市場に投入する製品のため
の増設も視野に入れ、2029年度には2019年度比で約1.5倍の
販売数量増を達成します。

ハラルドは、低所得層の消費者の社会的・経済的な成長を含む、
全サプライチェーン上のサステナビリティに基づいた戦略を掲げ
ています。
　新型コロナウイルス危機により、多くの店舗が閉鎖されるなど、
数ヵ月間にわたり当社も商業活動が凍結されました。ブラジル経
済は大きな打撃を受け、ハラルドも例外ではありませんでした。
現在ハラルドでは、インダストリアル市場への販売促進等、業績
回復に向けた施策を実行しています。また、並行して既存市場で
のブランド体系の見直し、アイスクリーム等の新規市場への展開、
また、不二製油グループの連携によっ
て、技術や製品の革新に注力し、
「ニューノーマル」に向けた戦略を実行し
ていきます。

President and CEO

Sergio Tango

クレーム数 離職率
2014年度 約2,300件 2.13%

10分の1まで低減。ゼロ化を目指す 離職率はほぼ半減

2019年度 約230件 1.16%

クレーム数と離職率の改善

業務用チョコレート事業売上高
（億円）

その他
203

ハラルド
212

不二製油 
（日本）

382

ブラマー
1,004

売上高

1,801億円 

（2019年度）

注：決算期変更に伴い、ハラルドは15ヵ月の決算数値を使用しています。

* マルチナショナルカンパニー



・発展製品への横展開・日本市場での事業規模拡大
・グローバルロードマップ策定

・3rd Layer商品を特定
・顧客との共創による市場展開
・戦略精度と実現性向上

ターゲット事業・顧客の明確化

基盤：オープンイノベーション、グループ・事業間連携、安全・安心で高品質な製品の安定生産体制

多様な価値観に対応する 
食品の提供

おいしさと健康の提供

売上に貢献

アレルギーフリー

ハラル対応

ベジタリアン

フレキシタリアン

など

User4th Layer3rd Layer2nd Layer1st Layer

Plant-
Based 
スープ 
ベース

Plant-
Based 
チョコ

Plant-
Based 
チーズ

製品B

製品A

肉エキス 
風味

乳風味

原料B

原料A

油脂 
技術

新技術
A

乳化・ 
発酵

新技術
B

たん白 
技術

大豆たん白素材（粉末状）： 
増量剤等の用途

原豆乳

構造改革の着実な進行により、 
大豆加工素材事業の収益性は大幅改善

事業ポートフォリオ セグメント資産とセグメントROA*1

（億円） （%）

注力ビジネス領域とロードマップ

機能剤（ペプチド）
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植物性の油脂とたん白素材で未来を創る  Plant-Based Food Solutionsの中長期戦略 

事業ポートフォリオの構造改革
大豆加工素材事業の選択と集中
現中期経営計画では、大豆加工素材事業の 

さらなる飛躍のために掲げた「選択と集中」の

方針のもと、選択では、期間中に5つの会社・

工場の株式譲渡・清算をし、事業体質を改善

しました。集中では、植物性プロテインや植物

性食品、酸性乳飲料の堅調な需要の取り込

み、日本および中国の工場における多糖類の

生産能力増強など、大豆たん白、多糖類とも

好調に推移し、利益は計画どおりに伸長してい

ます。また、今後も需要が見込まれる粒状大豆

たん白は千葉で新工場が稼動開始、多糖類は

ドイツで新工場の建設を開始するなど、グロー 

バルに戦える布石を打つことができました。

不二製油グループPBFSのモデル店舗で個人の視点をリアルに体感

豊かな食卓が 
サステナブルであるために

UPGRADE Plant based kitchenは、不二製油グループが掲げるPBFSの
価値「おいしさ、健康、環境」を、食べて体感するモデル店舗として、
2019年9月にオープンしました。コンセプトである2050年の未来を表現
した店舗に、当社独自の大豆加工技術で作った大豆ミートや豆乳で
作ったチーズを使い、から揚げやラザニア等、動物性食材なしでは作れ
なかった料理を販売しています。当店のおいしく斬新なPBFの料理は業
界の先駆けとなっており、店舗を基点に多くの商談が行われています。
本店舗で使用している中間加工製品（もの）と収集されるPBFの購買情
報（こと）を合わせて、BtoB市場への販売活動に活かしていきます。

PBFSのメインターゲットは、ミレニアル・Z世代
です。これらの消費者に植物性食品を継続し
て楽しんでいただくためには、おいしくなけれ
ばいけません。そのために私たちは「おいしさ」
に関する新技術を見いだし、既存技術を組み
合わせることで（1st Layer）、植物性食品では
実現が難しい風味やコクを付与する原料製品
を創り出します（2nd Layer）。これを自社製品
に配合し差別化された製品として提供するこ
とで（3rd Layer）、さまざまな植物性のメニュー
をおいしくしたいと考えています。

本件は、BtoBメーカーである不二製油
グループが、PBFという新しい食ジャン
ルがどうすれば市場に受け入れられる
か、直接消費者と対峙して検証する挑
戦でした。PBFを先駆けて販売した成
果として得られた有意義な購買データ
を、これからの展開に活かします。ま
た、海外のPBFプレーヤーからも、ただ
原材料を扱っているだけでなく、マー
ケットへの関心もあるアジアのPBFプ
レーヤーということで高い評価をいた
だくことができました。

上：大豆ミートのボロネーゼ
下：豆乳クリームのベシャメルソース

Plant-Basedラザニア

大豆ミート Plant-Basedから揚げ

不二製油グループ本社 
PBFS事業部門 
大豆・機能性素材グループ 

小野 育子

次期中計では、多糖類と大豆たん白に注

力し、製品ポートフォリオをさらに高付加価

値領域へ拡大させます。ドイツの多糖類の

新工場では、新たにえんどう豆を原料とす

ることで、大豆由来製品を好まない顧客へ

の提案も可能となり、酸性乳飲料のマー

ケットをグローバルにカバーできる体制にな

ります。また、気候変動や人口増といった

社会課題に対して、たん白源を植物性に求める動きはますます加速

しています。生産できる地域や効率性、栄養面、機能面からも大豆

は依然として重要な原料です。当社ならではの差別化技術・組み

合わせ技術と顧客との共創によって、旨味やコク、風味を植物性で

付与することにより、大豆たん白の競争力を高めていきます。

執行役員 
PBFS事業部門長

鈴木 清仁

集中

選択

粒状大豆たん白
日本の市場拡大を牽引
日本のプロテイン、植物性 
食市場拡大を支える千葉新工場。
2020年7月稼動開始。事業の成長性

収
益
性

機能性高付加価値製品
欧米展開が加わり全世界体制に
多糖類等の機能剤欧米展開 
新拠点をドイツに設立。 
2022年度本格稼動開始。

機能剤（多糖類）

大豆たん白食品： 
ソイチキンなど中間加工製品

  大豆たん白素材 
（粉末状）： プロテイン飲料など 
（粒　状）：  プロテイン菓子 

  大豆ミートなど

2020年度

今後注力していくビジネス領域は、多糖類を主とした機能剤事業、植物性のプロテイン、ペプチドを主とした健康栄養事業、植物性のスープ、バター、チーズ様 
素材、風味調味料、大豆ミートといったPBF事業です。次期中計に向けて、それぞれの事業を下記のロードマップで進めています。

 セグメント資産（左軸）　  セグメントROA（右軸）

*1 セグメントROA＝セグメント利益*2／セグメント資産
*2  セグメント利益にはグループ管理費用を含まない
*3  2019年度業績は連結子会社の決算期統一を実施。大豆加工素材事業にお
いては中国子会社が12月から3月へと決算期の変更を実施し、15ヵ月決算数値
を反映。当該子会社の2020年1月から3月のセグメント利益は92百万円

2019*32018201720162015360
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