
南方系植物油脂に活路を見出したこと、大豆たん白素材を追求したこと。これまでの不二製油グループの 

成長は、食の素材の可能性の追求が大きく寄与してきました。今後の世界規模での人口増加により、動物性

たん白が不足することは目に見えています。地球が疲弊している中で、不二製油グループだけが繁栄すると

いうことはあり得ません。植物油脂、大豆たん白素材の更なる深掘り、それに続く新しい素材を見出すため 

には、従業員の努力、忍耐力、精神力、創造力がなければ達成することはできません。50年、100年先まで、

不二製油グループがこの社会に必要とされる会社であり続けるために、変革に挑戦します。これからの 

私たちの使命である食の素材の可能性を追求し、具現化し、深化させ、食の歓びと健康に貢献していく 

ことこそが、社会貢献とその先の地球貢献にもつながると信じます。

ミッション
　＝私たちの使命・私たちの存在理由
　   私たち不二製油グループは、食の素材の可能性を追求し、食の歓びと健康に貢献します。

不二製油グループ憲法
ミッション「食の素材の可能性」より
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ビジョン
　＝私たちの目指す姿
  私たちは、油脂と大豆事業を中核に、 

おいしさと健康で社会に貢献する、 

食の未来創造カンパニーを目指します。

バリュー
　＝私たちが行動する上で持つべき価値観
  安全と品質、環境　     挑戦と革新
  人のために働く　　     スピードとタイミング

プリンシプル
　＝私たちの行動原則

ミッション

ビジョン

バリュー

プリンシプル

不二製油グループ憲法
 2015年10月に、当社グループが創業時から大切にしてきたDNAを継承し進化 
させるため、「不二製油グループ憲法」を制定しました。社会的責任を果たしつつ、 
持続的に成長していくために、「ミッション（私たちの使命・私たちの存在理由）」
「ビジョン（私たちの目指す姿）」「バリュー（私たちが行動する上で持つべき 
価値観）」、そして「プリンシプル（私たちの行動原則）」を明文化したものです。

Fuji Oil Group    Management Philosophy



各評価やイニシアチブの詳細、その他の表彰などについてはサステナビリティレポート2021をご参照ください。
ステークホルダーエンゲージメント https://www.fujioilholdings.com/sustainability/stakeholder_engagement/

「Fact Book 2021」
https://www.fujioilholdings.com/ir/library/fact_book/

「サステナビリティレポート2021」
https://www.fujioilholdings.com/sustainability/
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編集方針

  不二製油グループは、ステークホルダーとのコミュニケーションツールとし
て、「統合報告書」と「サステナビリティレポート」を年次発行しています。

  「統合報告書」は、当社グループにおける事業の全体像および中長期的な
戦略を記載し、その内容についてステークホルダーの皆様との対話を重ね
ることで、企業価値の向上を図ることを目的としています。一方で、「サス
テナビリティレポート」は、「統合報告書」のESG情報を補完し、社会の持
続可能性に与え得る影響に対する考え方や取り組みを、広範なステークホ
ルダーの皆様に対して網羅的かつ誠実に報告することを目的としています。

  「統合報告書2021」は、以下の編集方針に基づいて作成しました。
1   投資家を中心とする社内外の幅広いステークホルダーに、当社のビジネス
モデルや短・中・長期の価値創造ストーリーの理解を促進する情報を 

提供すること
2   ステークホルダーとのコミュニケーションから得られた視点を活かし、改善
に努め、課題点などネガティブな内容についても透明性をもって報告する
こと

3    当報告書をもとに、ステークホルダーとの対話を通じて相互理解を深める
ことで、経営改善を進める好循環を継続すること

こうした考え方に基づき、当社は国際統合報告評議会（IIRC）の開示フレーム
ワークを参照し、ステークホルダーとの関係性と情報の結合性を重視して
2021年度の統合報告書を作成しました。

 対象範囲
不二製油グループの活動を掲載しています。

 会社名の表記について
本報告書における会社名の表記は以下のとおりです。
グループ本社、不二製油グループ本社、当社：不二製油グループ本社株式会
社（持株会社）
不二製油、不二製油（株）：不二製油株式会社（日本の統括会社）
不二製油グループ、当社グループ：不二製油グループ本社を含む国内外のグ
ループ会社の総称

 対象期間
2020年度（2020年4月1日～2021年3月31日）
活動や取り組み内容は、一部に過去および直近のものも含みます。

見通しに関する注意事項
本報告書の記述には、不二製油グループの将来の業績などに関する見通しが
含まれていますが、これらは現在入手可能な情報から得られた当社グループ
による現時点での分析を反映しています。実際の業績などは、経済の動向、
当社グループを取り巻く事業環境などのさまざまな要因により、これらの見
通しとは異なる結果となり得ることをご承知おきください。

・ MSCI
  「MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ」 
  （5年連続） 
  「MSCI日本株女性活躍指数（WIN）」 
  （3年連続） 
  「MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）」 
  （3年連続）

・FTSE 
  「FTSE4GOOD Developed Index」 
  「FTSE4GOOD Japan Index」 
  「FTSE Blossom Japan Index」

・ S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数（5年連続）

・ CDP投資家質問書（森林、気候変動、水）2020  
トリプル A（最高評価）

・ CDPサプライヤー・エンゲージメント評価2020  
リーダーボード（最高評価）

・第2回 The Japan Times Satoyama &  
  ESG Awards 2020 ESG部門「大賞」受賞評価

・厚生労働省「プラチナくるみん」認定

・経済産業省 
  「健康経営優良法人ホワイト500」認定

・ブラジルの「働きがいのある会社」 
  全国ランキングに選出

・ GPIFの国内株式運用機関が選ぶ「優れた統合報告書」に選定
・日本経済新聞社「日経アニュアルリポートアウォード2020」優秀賞受賞 
  （3年連続）
・一般社団法人日本 IR協議会主催 IR優良企業賞2020 
  「IR優良企業特別賞」および「“共感！”IR賞」受賞

・国連グローバル・コンパクト（UNGC）
・The Consumer Goods Forum

・持続可能なパーム油のための円卓会議（RSPO）
・Global Shea Alliance

・世界カカオ財団（WCF）
・Science Based Targets イニシアティブ（SBTi）
・気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）
・持続可能なパーム油ネットワーク（JaSPON）
・開発途上国におけるサステイナブル・カカオ・プラットフォーム
・責任ある大豆に関する円卓会議（RTRS）

ESG関連

IR関連 参画･賛同している主要な外部イニシアチブ

社会からの評価（抜粋）

The Inclusion of FUJI OIL HOLDINGS INC. in any MSCI index, and the use of MSCI logos, trademarks, service marks or index names herein, do not constitute a sponsorship, endorsement or promotion of FUJI OIL HOLDINGS 
INC. by MSCI or any of its a�liates. The MSCI indexes are the exclusive property of MSCI. MSCI and the MSCI index names and logos are trademarks or service marks of MSCI or its a�liates.
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 シェア （当社推定）

 大豆たん白素材：国内第1位
水溶性大豆多糖類：世界第1位

 売上高 （外側）

344億円／構成比 9.4%

 営業利益 （内側）

32億円／構成比14.6%

 シェア （当社推定）

チョコレート用油脂（CBE）*： 

世界トップ3の一角

 売上高 （外側）

984億円／構成比 27.0%

 営業利益 （内側）

79億円／構成比 36.3%

 売上高 （外側）

1,624億円／構成比 44.5%

 営業利益 （内側）

76億円／構成比 35.1%

 シェア （当社推定）

 業務用チョコレート：世界第3位、日本第1位
 年間生産量

   約40万トン
 主要製品

   テンパリングチョコレート
   ノンテンパリング 
チョコレート

   アイスコーティング 
チョコレート

   カラーチョコレート
   成型チョコレート

 主要原料
   カカオ原料
    砂糖
   チョコレート用油脂

 シェア （当社推定）

 フィリング：中国第1位

 売上高 （外側）

696億円／構成比 19.1%

 営業利益 （内側）

30億円／構成比 13.9%

創業

1950年
連結従業員数

5,679名
事業展開地域

15の国と地域
連結子会社数

38社

Fuji Oil Group at a Glance
売上高

3,648億円
営業利益 *

179億円

乳化・発酵素材事業
 P66

業務用チョコレート事業
 P62

 主要製品
   食用油
   食用加工油脂
   チョコレート用油脂

 年間生産量
   約90万トン

 主要原料
   パーム油
   パーム核油
   ヤシ油

   ひまわり油
   シア脂

 主要原料
   大豆

 主要製品
   大豆たん白素材
  粉末状大豆たん白
  粒状大豆たん白 
 （大豆ミート）
   大豆たん白食品

   機能剤
   水溶性大豆多糖類・
ペプチド

   USS*1豆乳製品 *2

 年間生産量
   約23万トン

 主要原料
   植物性油脂
   乳原料
   砂糖
   ココア

 主要製品
   クリーム
   マーガリン
   フィリング
   調製品
   植物性チーズ様素材
   USS*1豆乳加工品

　*1 USS：世界初の大豆分離分画技術Ultra soy separation（USS）製法
　*2 2021年度より乳化・発酵素材事業に含んでいます。

* CBE：Cocoa Butter Equivalent。ココアバターと同等の物性を持ったチョコレート用油脂

植物性油脂事業
 P60

大豆加工素材事業
 P68

*グループ管理費用（38億円）考慮後

2020年度実績 注： 1 各事業別の営業利益の構成比は、グループ管理費用考慮後
   2「豆乳」および「USS豆乳製品」は2021年度より乳化・発酵素材事業に 
     含んでいるが、2020年度実績数値は遡及修正前実績を記載。



不二製油グループ本社株式会社
代表取締役社長

最高経営責任者（CEO）

酒井 幹夫

Profile

1983年に当社入社。中国、米国等の当社グループ
主要子会社の総経理、社長を経験し、2015年6月
に取締役に就任。最高経営戦略責任者を担った
後、2019年4月より北米チョコレート事業の中核で
あるブラマー チョコレート カンパニー会長を務め
る。2021年4月より現職。
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はじめに
いまだ収束の気配の見えない新型コロナウイルス感染症におきまして、尊い命を
失った世界中の多くの方々、ご遺族の皆様へ心より哀悼の意を捧げます。また、罹
患した全ての方々へ心よりお見舞い申し上げます。このような状況下、新型コロナ
ウイルス感染症に立ち向かっている医療従事者をはじめとした全ての方へ、感謝の
意を申し上げます。

　新型コロナウイルスの感染拡大は、当社グループにとっても大きな減益要因とな
りましたが、新たな課題を発見する機会にもなりました。工場の稼動停止という最
悪の事態は避けることができましたが、消費行動の変化の取り込みなど、不測の事
態の中での対応やそのスピードについては課題が残っています。
　いま一度グループ本社の機能を見直し、変化の前線に立つ各グループ会社の危
機対応、事業成長を迅速かつ強力にサポートできる体制を構築することが肝要で
す。2021年度は、CEO／CSOが交代し、エリア統括体制も一部変更しました。私
自身が先頭に立ち、グループ本社と各エリアとの役割を具体化し、それぞれの責任
を果たすことで、経営のスピードを上げてまいります。

中期経営計画を振り返る
2020年度は、4ヵ年の中期経営計画「Towards a Further Leap 2020」の最終
年度でした。この中期経営計画において、「コアコンピタンスの強化」として取り
組んできたM&Aによる業務用チョコレート事業の拡大は進んだものの、新型コロ
ナウイルス感染拡大の影響もあり、利益面では市場の期待にお応えできていないと
認識しています。
　事業戦略における最大の課題は、業務用チョコレート事業の収益力強化です。
2015年度以降、約1,000億円を投じてグローバルでの規模拡大を図ってきました
が、当初の想定よりも伸び悩んでいます。
　ブラマーは、80余年にわたる歴史とブランドと強い販売力を有していますが、生
産効率の課題が成長のボトルネックとなっているほか、業界的にカカオ圧砕事業の
利益が低迷していることが逆風となっています。足元で取り組む課題を生産性の
改善に絞り込み、2021年度からの3年間でチョコレートの生産量を20%引き上げ
る計画を進めています。
　ハラルドは、レアル安の急速な進行による原価上昇や、新型コロナウイルス感染
拡大による販売数量の減少などの影響を大きく受けました。しかし、2021年2月の
月間生産量が過去最高を達成するなど、生産効率改善が着実に結実しています。 

CEO Message

CFO SECTION
P42

ガバナンス SECTION
P84

CSO SECTION
P52
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買収当初から計画していた第2工場についても、2021年着工、2022年後半に第一
期工事が完工する予定であり、市場シェア拡大に向けて反転攻勢を進めていきます。
　業務用チョコレート事業は、今後も成長機会のある市場と考えています。引き
続き着実な生産改善と、グループのシナジー創出により、事業拡大を推進してま
いります。
　植物性油脂事業では、原料相場の管理が重要です。主原料であるパーム油は相
場の変動が業績に大きな影響を及ぼします。グループ内での原料ポジション管理
精度の向上に加え、ポートフォリオの見直し、新たな原料の獲得、製品の高付加価
値化、生産効率改善などの施策を進めています。2021年度に稼動を開始する
ニューオリンズの新工場は、早期黒字化を果たし、北米エリアでのプレゼンス向上
を果たしてまいります。
　乳化・発酵素材事業は、強みのある市場で差別化できる製品の強化を進めます。
中国では製パン素材の差別化戦略が浸透しており、生産能力の増強を進めながら、
さらなる成長を果たします。日本では、植物性食品素材を軸に特色ある製品展開
を加速し、収益性の改善を進めていきます。
　大豆加工素材事業では、2020年度に新設した千葉の新工場が順調に稼動を開
始しました。日本では高いシェアの維持拡大のみならず、製品の付加価値を高め、
さらなるプレゼンス向上を図ります。また、海外では、ドイツで建設中の多糖類工
場や欧州で開設するR&Dセンターを核とした新技術・新製品の開発を進め、欧州
市場での事業展開を早期に軌道に乗せたいと考えます。

植物性食品素材で社会課題を解決する
当社グループの全事業、全製品を位置づけるコンセプトとして、「Plant-Based 

Food Solutions（PBFS）」を掲げています。これは、「私たちは植物性食品素材
で社会課題を解決していく企業である」という決意を示した言葉です。
　植物性食品素材で社会課題を解決する上で、生み出す過程や生み出される製品
が、地球環境や人権に配慮したサステナブルなものであることは大前提です。その
ため、バリューチェーン上で社会へ及ぼし得る負のインパクトが特に大きい原料調
達や生産活動については、中長期的なコミットメントを公表し、KPIを掲げて社会に
与える負の影響と事業上のリスクの低減に努めています。
　当社グループはこれまでも、南方系油脂や大豆を固有の技術で高度利用するこ
とにより、チョコレート用油脂やチョコレート、植物性タンパクやおからから作った
多糖類など、多様な植物性の食品素材で食の可能性を広げてきました。そして、 

各国の発展の中で、その時代における食に関する困りごとを解決することで食文化
の変容を支え、人々の食の歓びに貢献することで成長を果たしてきました。

CAO SECTION
P80

CTO SECTION
P72

不二製油グループの価値創造プロセス

P18

C“ESG”O SECTION
P76

不二製油グループ憲法

P1

　そしてこれからの時代においても、社会課題を見据え、地球と人の健康やおいし
さにまつわるさまざまな課題の解決を起点とした植物性食品素材の事業拡大を進
めます。培ってきた植物性の油脂・植物性のタンパク加工の固有技術の組み合わ
せを主軸とし、当社グループならではの植物性食品素材を大きく育てていくことが
財務的な価値にもつながると考えています。日本を中心に全エリア、全セグメント
で新技術や新事業の育成に取り組んでまいります。

終わりに
私のCEOとしてのミッションは、前中期経営計画で達成できなかった課題を明確に
し、2022年度から始まる新たな中期経営計画で当社グループを市場の期待に応え
られる成長軌道に乗せることだと考えています。
　当社グループは今や15の国と地域に拠点を持ち、グループ全体の従業員の約7

割が海外従業員という人材構成となり、多様性が重要なアセットになってきていま
す。ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン（DE&I）*の観点を深め、企業価
値創出を担う世界中の従業員に対して、公平に挑戦の機会を用意し、あらゆる職種
でそれぞれの成果が適正に評価され、思う存分に活躍できる環境をより具現化し
ていくことで、グループが一体となって成長につなげていきたいと考えています。
　当社グループの事業領域には、まだたくさんの機会が目の前に広がっています。
当社グループの経済的価値を高めることと同時に、いかにして社会的価値を高め
ていくことができるのか。当社グループに信頼を寄せてくださる顧客、懸命に働い
てくれる従業員、我々を常に叱咤激励してくださる株主をはじめとした、全てのス
テークホルダーの皆様に心から感謝するとともに、「人のために働く」企業として
全てのステークホルダーの皆様に貢献を果たせる企業として成長していけるよう、
邁進してまいります。

2021年9月

CEOメッセージ

不二製油グループ本社株式会社
代表取締役社長
最高経営責任者（CEO）

*  多様性、公平性、包摂性を高める取り組みの
総称



くべきだったと考えています。元々労働の流動性が高い
欧米において、我々の強みである安品環（安全、品質、
環境）の意識を根づかせるための議論を深めていく必要
性を認識し、グローバル経営とは何かを改めて考える
きっかけになりました。
　安品環の意識や生産性はグループ各社で大きく差が
あり、技術やノウハウが共有されて各エリアの経営に役
立っているとはいい切れません。これではグローバル経
営とは呼べないと痛感しています。

西

　安品環の徹底のためには、デジタルを活用するべきで
す。センサーやカメラを導入して、生産管理を目に見え
る形にして、効率化する。グローバルに事業展開をする
ようになり、働く人の価値観も多様化している中、日本
でうまくいっている文化を海外に移植しようとしても限

界があります。しかし、新しい文化に変えることは難しく
ても、新しい文明を導入することは可能です。それを本
社主導で進めてはいかがでしょうか。
　グローバル化という観点では、不二製油グループに
とっての「グローバル企業像」とは何なのかを明確にし
ていく必要があると思っています。不二製油グループの
ような食品メーカーというのは、どこまでいっても食生
活の一部分しか担うことができません。その中のどこに
焦点を当てるのかをもっと明確にし、世界中で事業を展
開するグループ全体の共通認識にするべきでしょう。
　PBFSというコンセプトがありますが、これは不二製油
グループの目指すドメインであって、戦略は表していな
いと思っています。植物性食品の全てをやれるわけでは
ありませんので、そこをもっと研ぎ澄ましていくことが重
要です。

コロナ禍で見えたグローバル経営の 
課題

西

　私は社外取締役に就任して1年間、不二製油グループ
がコロナ禍にどう対応するかを見てきました。「よく耐え
ている。しかし、それ以上ではない。」というのが率直な
評価です。コロナ禍の経済においては、K字回復といわ
れ、業績を伸ばす企業と落ち込む企業に二極化していま
す。その中で、業績を伸ばすグループに入っていけるの
かいうとやや心もとない。
　情報ネットワークの発達した現在では、コロナ禍にお
いても情報や資金の流れは影響をほとんど受けませんで
した。一方で、不二製油グループの収益源であるモノや、
人の流れは大きく影響を受けます。そういった環境変化

に対する分析や、戦略策定、執行のスピード感が足ら
ず、平時の感覚が残っている印象です。
　酒井さんは次期中期経営計画に向けた経営方針の一
つとして「グループ本社の機能と戦略の強化」を掲げ、そ
のあたりをお感じになられていると思いますが、いかがで
しょうか。

酒井

　ご指摘のように、物流の遮断により原材料が調達でき
ない、出荷が滞るなどの影響がありました。それに対応
する調達面での協力も十分に行えず、世界各地で事業
を行っていることのメリットを活かしきれなかったと認
識しています。危機対応の面では、マスクをするという
こと一つとっても、文化の違いはありますが、感染拡大
防止の観点からグループとしてのルールを予め定めてお

Profile

2019年6月より当社社外取締役を務める。食品
事業をグローバルに展開するカゴメ株式会社
において社長職および会長職を歴任。経営者
としての豊富な経験を有しているほか、マーケ
ティングへの造詣が深く、当社の事業領域で 
ある食品分野について高い見識を有する。

Profile

1983年に当社入社。中国、米国等の当社グ
ループ主要子会社の総経理、社長を経験し、
2015年6月に取締役に就任。最高経営戦略 
責任者（CSO）を担った後、2019年4月より 
北米チョコレート事業の中核であるブラマー 
チョコレート カンパニー会長を務める。2021
年4月より現職。

不二製油グループ本社株式会社
代表取締役社長

最高経営責任者（CEO）

酒井 幹夫

社外取締役
独立役員 

西 秀訓

グローバル化を推し進め、危機に対応する基盤強化とさらなる成長を目指し、

経営体制の刷新を図った不二製油グループ。この先にどのような道筋を描くのか。

新たにCEOに就任した酒井幹夫と、社外取締役の西秀訓氏による対談を実施しました。
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 Discussion with    outside director
SPECIAL FEATURE

不二製油グループがグローバルで 
生き残る道

酒井

　PBFSについては、議論を深めていく余地があると私
も感じています。まずは、我々の強みである加工技術で、
どのような社会貢献ができるかという議論をしなければ
ならないと考えています。その先に「不二製油グループ
のグローバル化とは何か」の答えがあると思っています。
　フォーキャストとバックキャストの議論を取り入れて、
将来必要とされる植物性食品を追求してきました。今
回のパンデミックによる社会変容で、植物肉がさらに注
目を集めるなど、予見していた需要の拡大が加速してい
ます。

　我々は世界的に見ればまだまだ小さい会社ですから、
大量生産することで勝負するのではなく、強みである加
工技術を活かすことにより、パートナーとしてそれぞれの
顧客に寄り添った製品づくりを世界中でできるようにな
ることが、生き残る道ではないかと考えています。
　その上で、グローバル経営に必要なのは求心力だと
思っています。例えば、日本で業務用チョコレートのシェ
アをなぜここまで高められたかというと、不二製油の経
営基本方針の一番目にある「顧客への貢献を果たし不
断の発展を図る」が浸透していたからです。それが求心
力となっており、全員がどうすれば顧客にもっと貢献で
きるかを常に考えていました。しかし、グローバルに事
業展開するようになったいま、顧客だけではなく、そこ
から一歩二歩進めて、徹底的に社会への貢献を考えなけ
ればいけないステージに来ています。
　我々は、「人のために働く」を全従業員の共有価値観
としてグループ憲法に掲げています。ここでの「人」とは
直接関わる顧客だけでなく、世界の全ての人であり、全
ての人が間接的あるいは直接的に当社グループのステー
クホルダーであると私は考えています。
　コロナ禍において、食品製造業である当社グループ
の各社は、各国でエッセンシャルビジネスとして認めら
れ事業を継続しました。このことで、当社グループの事
業が、人々が生きるために必要とされており、安全・安
心・人権に人一倍強く責任を持たなければならない存
在であること、すなわち「人のために働く」ことが私た
ちの事業のベースであるということを、改めて認識させ
られました。グループ全体の従業員の約7割が海外従業
員という人材構成となり、多様性が重要なアセットに
なってきています。企業価値創出を担う世界中の従業
員に対して、公平に挑戦の機会を用意し、あらゆる職種
でそれぞれの成果が適正に評価され、思う存分に活躍
できる公平（エクイティ）な環境を具現化し、ダイバーシ
ティ、エクイティ&インクルージョン（DE&I）の観点を深

めることで、グループが一体となって成長につなげてい
きたいと考えています。

西

　社会に貢献することを考える時、まずはどこから手を
つけていくかを明確にすることが必要です。ゴールを示
すことも大事ですが、スタートのきっかけを作ってあげ
る。ここにリーダーシップを発揮して、グループ全体に示
していただくことを期待しています。

酒井

　これはCSOとして策定に関わった前中期経営計画の
反省でもありますが、グループとしての資本効率や経営
効率に対する意識の低さを感じています。CEO就任時
の経営方針の一つに「利益へのこだわり」を挙げたの
は、それが理由です。当たり前のことではないかと社外
から批判の声もいただいていますが、やはりもう一度、
誰から資本をお預かりして事業を行っているのかという
ことを自覚しなければなりません。これを社会貢献とか
ESG経営という大義名分で外すことがあってはならな
い。全てのステークホルダーに貢献していくためにも、
堅固な利益基盤は不可欠です。それが我々経営陣の共
通認識であり、覚悟です。
　西さんから最初にお話があったように、情報や資金の
流れはボーダレスになっており、仕事のやり方も大きく変
わりました。そうなるとこれまで以上に、日本の考え方だ
けでは、通用しない状況になってきます。グローバルで
経営する際の求心力となるのは、「我々は何者で、誰の
ために存在して、誰に貢献するか」ということです。貢献
する相手というのは、顧客を含めた社会と株主、従業員
の三者です。この三者に貢献していくために、例えば、
我々のバリューチェーンにおける強みを認識した上で、営
業利益率やCO2排出量削減の目標値など、数字へのこだ
わりを明確に打ち出す必要があると思っています。

西

　目指す数値的な指標を酒井さんが打ち出していくこと
には賛成です。営業利益率は従業員の皆さんが参画し
やすいという点でも良いでしょう。ROEやROICといっ
ても、現場の日々の仕事との関連性を見出しにくいです
が、営業利益率は目の前の売上やコストの数字とのつな
がりが明確で、全社目標と自分がいまやっている仕事の
関係が分かりやすい。これは安品環にもいえることです
が、グループ全体の求心力になるような指標の打ち出し
と、現場への浸透を進めることが非常に大切です。
　中期経営計画の話が出ましたが、次の中期経営計画
で大切になってくるのは事業の管理単位と時系列の投
資回収や収益性の指標を明確にしていくことだと思いま
す。社外取締役の立場からすると、不二製油グループの
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「ポートフォリオ」がどういう単位で議論されているのか
がよく見えてきません。事業とエリアのマトリクスをいか
に中長期的に管理していくのか、どう収益を管理してい
くのかということが、見えづらいように感じています。中
長期的に考えて最も重要なのは、時間軸のポートフォリ
オだと思います。ある一定時点で切ったポートフォリオ
ではなく、過去からどれだけ投資してどれだけ回収をし
てきたか、将来どうなるのかという考え方です。そして
ROEをはじめ、要求される基準とのギャップを見ていく。
そのために、事業の管理単位、投資回収や収益性の指
標を明確にすることが重要です。

グローバル化の入り口に立った 
いまやるべきこと

酒井

　前中期経営計画の反省は、十分な議論、本質的な議
論が不足している状態で、目標を設定していたことで
す。それが変化への対応が遅れた要因の一つと考えて
います。
　不二製油で製品別にマネジメントしていたものを事業
と呼ぶようになって、今の4事業になっています。しかし、
特に油脂とチョコレートは、それぞれが密接に関連して
いて切り離せるものではありません。より収益性の高い
ポートフォリオを構築していくという観点では、事業区分
の変更も検討していく必要があります。
　エリアの観点では、いまは地域を拡大する時期ではな
いと考えています。まずは現在展開している地域で、強
みの加工技術を活かしてどれだけの貢献ができるかを
追求する必要がある。繰り返すようですが、その前提は
資本の出し手である株主から期待される以上の利益を
あげることです。

西

　日本という豊かなマーケットだけを相手にしていた頃
は、ボトムアップの数字を集めるやり方でもうまくいきま
した。しかし、日本の戦略が海外でそのままうまくいくは
ずがありません。これからは、酒井さんがおっしゃったよ
うなグローバル化や事業ポートフォリオ、加えて多様性
や働き方の変化などの議論が集約された作り方がなさ
れるべきではないでしょうか。
　例えば、従業員が会社を見る目も多様化しています。
日本人がこれまで会社に求めてきたものと海外の従業
員が求めているものは違います。多様性や、CO2排出、
水使用をはじめとする環境問題、サプライチェーンの問
題、そういった日本だけで事業をしていた頃には出てこ
なかった問題の全てを考えていくことがグローバル化の
入り口なのだと思います。
　グループとしての中期経営計画を策定するにあたって
は、それぞれの目標に誰が責任を持つのか、施策を誰が
進めていくのかといったオーナーシップを明確にする必
要があると考えています。それが明確にならないまま、
言葉や方針だけが掲げられ、中身が伴わないものになっ
てしまうことを懸念しています。

酒井

　力を入れているESG経営についても、「世の中がESG

に向かっているからやろう」というだけでは進みません。
短期的に考えると利益創出と相反することも多いため、
単に両方進めようとしても、どちらから手をつけて良い
か従業員も分からないでしょう。そこで、CO2削減はこの
1年でここまで達成しよう、投資はこの額までにしようと
いうようなトップコミットメントは必要だと感じています。
　同時に、目指す利益率を前提とした時に、ポートフォ
リオの中で十分な収益が見込めない事業は辞める覚悟
が必要になってきます。西さんのおっしゃった時間軸の
考え方で、どういう事業でどのくらいの収益を期待でき
るかということを考えていかなければなりません。
　冷静な判断を下していくためには、取締役会と経営会議
のミッションの明確化も課題です。取締役会を、ご指摘の
あった目標設定の仕方や、ステークホルダーが期待してい
ることと内部の認識とのギャップなどの客観的なご意見を
いただく場にする。そこでいただいた意見を踏まえて、経
営会議で議論を深めるという役割分担が必要でしょう。そ
のために、数年後には、独立社外取締役が過半数を占める
ような取締役会にすることが理想だと考えています。

　また、2020年度は伊藤忠商事グループの持株比率が
39.9%まで増加しました。当社グループに与える影響
や、大株主との取引状況についてのアカウンタビリティ
がより求められることを意識しなくてはなりません。
　ガバナンスは経営上の重要課題の一つと捉えており、
今後もモニタリング機関としての取締役会の役割を強化
するとともに、経営の透明性を高めていく考えです。

西

　酒井さんが新社長に就任され、新しい中期経営計画
を策定されますので、2021年度は不二製油グループに
とって重要な1年といえます。
　中長期的な成長を考えると、足元をきっちり固める、
そして、次へ飛ぶためのスプリングボードを見つけてい
くという2つの視点が重要です。それが経営方針として
掲げられた「利益へのこだわり」「グループ本社機能と
戦略の強化」「社会から要請されるサステナビリティに
関する取り組みの深化」にどう込められているのか、よ
り明確にする必要があるのではないでしょうか。まずは、
これを社内外に浸透させることに力を使っていただき
たいと思います。まず力を注ぐべきは、従業員の皆さん
に十分に理解していただくことです。例えば、「利益へ
のこだわり」が、目先の利益さえ追えばいいというよう
に捉えられないように、しっかりと説明していく必要が
あります。
　私は社外取締役として、現状の利益回復と新中期経
営計画での利益の考え方を特に注視しながら、不二製油
グループのさらなる飛躍に向けた一助になるべく、意見
や提言を行っていきます。

酒井

　いつも貴重なご意見を頂戴し、感謝しています。本日
いただいた観点をふまえながら、新しい中期経営計画を
策定していきたいと思います。引き続きよろしくお願い
申し上げます。

代表取締役社長
最高経営責任者 
（CEO）

酒井 幹夫

社外取締役
独立役員 

西 秀訓
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