
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2021（年度）
0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

独自技術の黎明期 海外進出期 変革期創業期

（写真は日本発の南方系油脂の圧搾抽出装置）

1950年
不二製油株式会社 
創立

1955年
日本初の 
チョコレート用 
油脂製造を開始

1969年
阪南工場（大阪）操業開始

1968年
世界初 高脂肪クリームの 
無菌充填生産

1961年
大豆たん白素材の 
販売開始

1981年
シンガポールに 
フジオイル 
（シンガポール） 
設立

1980年
日本発 植物性チーズ様 
素材の開発
油脂の酵素エステル 
交換技術を完成

1987年
米国に 
フジ ベジタブル  
オイル 
設立

1995年
中国に不二製油 
（張家港） 
設立

2015年
ハラルド（ブラジル）を 
グループ会社化
グループ本社制に移行

2012年
世界初 大豆分離 
分画技術 
USS製法を開発

2019年
ブラマー（アメリカ）を 
グループ会社化 （億円）

1992年
ベルギーに 
現 フジオイル  
ヨーロッパ設立

1993年
水溶性大豆多糖類 
生産技術を完成
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製油業界では最後発企業であった不二製油は、た
ゆまぬ挑戦に邁進し道を切り拓くことで、独自性の
ある発展を遂げてきました。人まねをしない、挑戦
と革新に努める姿勢こそが不二製油のものづくりの
基礎となっています。

食品メーカーとして食の安全と品質を徹底するこ
と、環境に配慮した事業活動を行うこと、そしてか
けがえのない財産である従業員の労働安全の確保
を経営の大前提とし、全従業員が行動する上で持
つべき価値観としてその精神を守り続けています。

創業以来、 第一の責任を顧客への貢献を果たすこ
ととし、顧客が求めるより良い製品の提供により当
社も成長を果たすことを基本思想としてきました。
その精神は経営基本方針や、2015年に策定した
「不二製油グループ憲法」によって受け継がれ、顧
客や消費者、ステークホルダーへの貢献を追求し、
持続的な成長を図る企業を目指しています。

創業当時より南方系油脂と大豆たん白素材を中核に
技術を深め、価値ある新素材を生み出してきました。
食の素材の可能性を追求し、 具現化し、進化させ、
食の歓びと健康に貢献していくことが社会と地球へ
の貢献にもつながるという意思を貫いています。

挑戦と革新 安全と品質、環境

顧客貢献食の歓びと 
健康に貢献

不二製油グループのDNAとあゆみ

 国内売上高　　  海外売上高

不二製油グループ連結売上高
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1,661

1,665

主要4事業をグローバル展開

植物性素材で「驚きのおいしさ」を実現

顧客・消費者へ

社会の変容に応じたさらなる価値の創出へ

事業戦略 P62

挑戦領域への展開 P74

不二製油グループの価値創造 P14

中国

東南アジア

米州

日本

エリア別
売上高（外側）
営業利益（内側）
（単位：億円）

売上高（外側） 

4,338億円
営業利益（内側） 

150億円

791
16

21

75

74

342

1,855

1,350

（単位：億円）

欧州

おいしさと健康

サステナブルな食のバリューチェーン

おいしさ

食の多様性

利便性

機能性

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

これまでの価値 これからの価値
事業展開地域

14の国と地域
連結子会社数

37社

消費者

パームなど

分
別
・
分
離

再
調
整
加
工

技
術
融
合

チョコレート用油脂

カカオ
砂糖
調製品

チョコレート

食用油

調製品

クリーム
マーガリン
フィリング

チーズ風味素材

低脂肪豆乳
豆乳クリーム

大豆

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

食用加工油脂

USS豆乳加工品
・ホイップクリームタイプ
・クリームチーズ様素材
・ブロックチーズタイプ

大豆たん白素材
大豆たん白食品
水溶性大豆多糖類
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シェア （当社推定）  

 大豆たん白素材：日本第1位
水溶性大豆多糖類：世界第1位

シェア （当社推定）  
チョコレート用油脂（CBE）*1： 

世界トップ3の一角

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

主要製品  

シェア （当社推定）  

 フィリング：中国第1位

At a Glance  （2021年度実績）

乳化・発酵素材事業

大豆加工素材事業

主要製品  

主要製品  

主要製品  

*1  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

*2 カカオから採れるココアバターを用いたチョコレート
*3 ほかの植物性油脂を用いたチョコレート

注：グループ管理費用・連結調整は含んでいません。

注：グループ管理費用・連結調整は含んでいません。

植物性油脂事業

業務用チョコレート事業

不二製油グループのビジネス

食品メーカー 小売店・コンビニ 外食・中食産業 飲料メーカー

チョコレート用油脂

粉末油脂

フライ用油脂

冷菓用油脂

ホイップクリーム マーガリン

チーズ風味素材 フィリング

粉末状大豆たん白 粒状大豆たん白

大豆たん白食品 水溶性大豆多糖類

ピュアチョコレート*2 コンパウンドチョコレート*3

アイスコーティング 
チョコレート

成型チョコレート

 原料　  製品群

など

新技術
新素材



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
た。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

おいしくて健康な植物性素材で食の選択肢をひろげる

「植物性素材でおいしさと健康を追求し、サステナブルな食の未来を共創します」
　これは、このたび新たに掲げた不二製油グループの2030年ビジョンです。
　不二製油グループは創業時から、経営の基本方針として「顧客への貢献」を掲げ、それ
まで他社が手がけていなかった南方系油脂や大豆たん白などの植物性の原料を取り扱う
ことで、差別化された多くの製品を生み出してきました。また、多くの諸先輩たちが、 

製品開発に取り組み、安定供給のための生産技術を日々磨き抜くなど、たゆまぬ挑戦と
革新に取り組んできた歴史があり、それが当社のDNAとなっています。
　昨今、コロナ禍やウクライナを取り巻く地政学的リスクによる世界経済の不安定化、サ
プライチェーン全体のトレーサビリティや人権・地球環境問題への対応要請の高まりなど、
世界の食品市場は大きく変化しています。そのような社会変容を鑑みた時、中間素材メー
カーである不二製油グループにとって最も重要なミッションは、食に関する社会課題を解
決する付加価値が高い製品の提供によって顧客や消費者へ貢献することにあり、それこ
そが、不二製油グループに持続的な成長をもたらすと考えています。
　目指すべき社会貢献の一つが、植物性の素材にこだわった「おいしくて体に良い（健康
的な）」製品により、おいしくかつ豊富なメニューを提供することで、消費者の食の選択
肢をひろげることです。  

　現在、世界人口の増加による食資源の不足や環境問題を背景に、植物性食の世界的な
消費拡大が期待されていますが、日常の食事に植物性食品が多く取り入れられるために
は「おいしさ」が課題の一つであると考えています。食の裏側にある課題は、消費者に
とって頭では理解しつつも、その解決につながるからといって、おいしいと感じることが
できない食品を食べ続けることは難しいでしょう。同様に「健康」も重要な要素です。お
いしさと健康は表裏一体の関係にあり、おいしく食べて、かつ同時に健康寿命を延ばせ
る、つまりウェルビーイングがこれからの食生活を考える上での鍵となります。
　不二製油グループはこれらの課題に正面から取り組み続けており、植物性素材だけで
「おいしさ」を実現する技術の突破口はすでに開いています。また、物理的な機能性を満
たす製品開発も得意とし、健康栄養についても研究を重ねてきています。
　「おいしさ」と「健康」の両輪で、これらの技術を組み合わせることで、さらなる技術の
深掘りと横展開を進め、消費者の食の選択肢をひろげていきます。これは創業当初より、
植物性にこだわり、それらをベースとした加工技術を極めてきた不二製油グループだから
こそできることであると考えています。そして、「植物性素材でおいしさと健康を追求し、
サステナブルな食の未来を共創」していくというビジョンの実現を目指していきます。
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CEO 
Message

不二製油グループの価値創造

P14



は、原料のポジション管理や、製品の原価管理等のリスクマネジメン
トの強化、適正価格への対応も、スピーディかつ効率的な事業運営
ができるようにしていきます。
　「人材活用」については、多様な従業員の力を経営に活かすこと
ができなければ、競争力の確保、企業価値の向上には結び付いてい
きません。さまざまな働き方を求める従業員の割合は増える一方で
あり、また会社への貢献の仕方もさまざまです。そのため、DE&I*

の取り組みを進めることに注力しています。多様化する価値観へ対
応し、企業価値向上につなげるため、国籍やジェンダー、年齢を問
わず、ポストやプロジェクトなどの機会を広くオープンにし、実績や
潜在能力を客観的に評価することで、多様な人材を選抜していきま
す。また、2030年までには、取締役会や経営会議メンバーである執
行役員の多様性（国籍、ジェンダーなど）を向上させていきます。
　多様性を最大限に活かした人材の活用を行うためには人事制度
改革も必要です。特に日本企業における終身雇用を前提とした人
事制度は海外に比べ画一的で、日本における多様性の受容や、一芸に秀でた人材の活
用を妨げているように感じています。そのため、より柔軟な制度とすることで、自身の希
望や、家族の都合などを踏まえ、会社でのキャリアプランを本人の意思で選ぶことも可
能な体制にするなど、オープンポジションへの公募制度なども海外並みに整えていく考
えです。
　また、終身雇用を前提とするのではなく、短期的な就労であっても、当社グループが 

掲げる理念･使命に賛同し貢献を望む人であれば、社歴にかかわらず活躍の場を提供 

していきます。
　従業員との対話についても強化します。これまで、事業領域の拡大における従業員数
の増加やコロナ禍により、経営陣とグループの従業員とのコミュニケーションが十分では
なかったと反省しています。まずは、従業員が考えていることや、感じている課題、将来
への想い、そして経営陣からは昨今の経営環境の変化、投資家との対話の内容などをお
互いに伝え合うことが必要です。さらに、メンバー同士のコミュニケーションを高めること
で、ミスやトラブルなどが直ちに上司を含むチームメンバーと共有される、いわば、心理
的安全性の高い組織を目指します。
* DE&I：Diversity（多様性）+Equity（公平性）& Inclusion（受容・包括）

サステナビリティ経営とコーポレートガバナンス

大きな社会変容の中では、人権や地球環境問題への取り組みは事業上のリスク低減にな
るだけではなく、差別化や経営スピードの向上などに資するとともに、それ自体が消費者
にとっての価値にもなるため、非常に重要です。
　当社グループが取り扱う製品の主原料の多くはアジアやアフリカを中心に、その土地の
気候や、そこで働く人々が作り出すものであり、そのいずれが欠けても製品の品質維持や
安定的な供給が実現できなくなります。食は人々の命を担うものとして、高い品質と安
定的な供給が強く求められます。そのため、原料から消費者までのバリューチェーン全体
におけるさまざまな社会課題に対するソリューションの提供が、事業存続の前提として必
須の対応事項と認識しています。不二製油グループで働く全ての人が、「サステナビリティ

新中期経営計画「Reborn 2024」

2030年ビジョンの実現を目指すために、2030年に向けた9年間を3つのフェーズとして
捉えた中長期の成長の姿を描きました。その第1フェーズが新中期経営計画「Reborn 

2024」（2022～2024年度）です。「Reborn」のスローガンには、「新しい価値を生み 

出せる企業グループとして生まれ変わる」覚悟を内外に伝えたいという、私自身の強い
想いを込めています。
　新型コロナウイルス感染症の拡大や原材料高など、激しい外部環境変化の中において、
グループ各社での個別の対応のみならず、グループ全体でのスピーディな対応に課題が
あったと認識しています。常に外部環境や事業環境の分析を強め、重要な経営指標を定
期的にモニタリングし、変化の兆候を見逃さないことが重要です。創業以来、B to Bのビ
ジネスを行ってきた不二製油グループですが、今後は外部環境や消費者の動向を常に把
握し、自ら動き、具体的な施策の実行と検証を繰り返すことで、経営スピードを上げ、変
化に柔軟に対応できる企業風土に生まれ変わりたいと考えます。
　こうした想いをもとに、新中期経営計画「Reborn 2024」では基盤の強化に注力し 

ます。
　就任時から示していたCEO運営方針を基軸に、3つの基本方針を掲げています。それら
に紐づく各項目の中で、「基礎収益力の復元」「事業軸強化による利益管理」「人材活用」
を特に重視しており、これらの施策を、スピード感を持って進めていきたいと考えています。
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　「基礎収益力の復元」では、まずは利益水準を2019年度のレベルに回復させたいと考
えています。過去2年、新型コロナウイルス感染症の拡大や原料高騰の影響で利益水準は
低迷しましたが、当社グループが持つ事業の強みは毀損しておらず、原料が急激に高騰し
た環境下で原価管理や価格の適正化が遅れたことが大きな要因であったと考えます。 

これらに対し、事業軸での管理を強化することで基礎収益力の復元を進めます。
　「事業軸強化による利益管理」では、差別化戦略を全社方針として強力に推し進め、こ
れまでの販売数量重視の考え方から、利益額や利益率を優先する考え方にシフトし、高付
加価値製品へのポートフォリオの入れ替えを進めます。2022年4月からは事業軸での経
営管理に重きを置き、エリアと事業のマトリクス経営をより強化した体制に変更すること
で、各事業の利益管理を明確化するとともに、主要原料のサプライチェーンの一元的管理
などによる効率化を進めます。また、投資効率を重視する意識を社内へ浸透させること
で、エリアだけで判断しにくいポートフォリオの変革や、資本コストを考慮した資源配分な
ど、事業ポートフォリオ経営ができる会社に生まれ変わりたいと考えています。事業軸で

C EO Message

価値創造を支える人材

P57

基盤の強化のための 
中期経営計画 
（2022 ～ 2024年度） 
Reborn 2024

P17

CEO運営方針 新中期経営計画「Reborn 2024」基本方針

利益へのコミットメント 事業基盤の強化 
（収益力復元と新しい価値創造）

1   基礎収益力の復元
2   成長・戦略分野への経営資源の集中
3   既存領域における高付加価値製品へのポートフォリオの入れ替え
4   挑戦領域への展開

グループ本社の機能と 
戦略の強化 グローバル経営管理の強化

1   事業別ROICの導入
2   事業軸強化による利益管理
3   研究／技術開発
4   DX

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

サステナビリティの深化（経営戦略
と一体化したサステナビリティ戦略）

1   サステナブル調達による差別化
2   気候変動対応
3   人材活用



経営」を日頃の仕事を行う上での大前提として捉え、サステナブルな食のバリューチェーン
構築のために常に挑戦し、改善し続けることが求められています。
　またそのためには、いままで以上に原料のサプライヤー、顧客、パートナーなどバリュー
チェーン上のステークホルダーとともに取り組んでいくことが不可欠です。サステナブルな
食の未来を目指し、同じ目標に向かってサステナブルな食のバリューチェーンを紡いでい
く共創活動をさらに強化していくことが、不二製油グループの発展のためにも重要です。
　グループの全従業員が一丸となり、ステークホルダーとの共創を深めながらサステナビリ
ティ経営をさらに進めていくため、その執行責任を明らかにするための改革を行っています。
　2019年度にC“ESG”Oを設置しサステナビリティ経営を浸透・牽引してきましたが、
2022年度からこれを廃止し、より全社の課題としてサステナビリティに取り組むための 

体制に移行しました。また、従来のESG委員会をサステナビリティ委員会と改称し、主に
E（環境）とS（社会）に集中して議論する場として改め、G（ガバナンス）は取締役会と経
営会議全体で進めるものと再定義しました。
　ESGマテリアリティは、「価値創造」「安全・品質・環境」「経営基盤」の3つに整理し、
新中期経営計画の各施策に落とし込み、実効性の高い取り組みを進めます。
　サステナビリティ経営とともに、経営の大前提となるのは公明正大なガバナンスの構築
です。ガバナンスは、日本では管理や監督というニュアンスで認識されていることが多い
ように感じます。しかし、その語源であるラテン語の「gubernare（グーベルナーレ）」は
船の操舵を意味し、ガバナンスの本質は、グループの全員で一致団結し、コンプライアン
スやリスクマネジメントをしっかりと行い、目標に向かい、効率よく、スピード感を持って
企業価値向上を図っていくことにあります。人まねをせず、常に挑戦し続ける不二製油グ
ループでありたいと常々思っていますが、特に経営の執行は挑戦の連続であるべきだと
考えています。
　2022年6月には、取締役会の機関設計を変更し、監査等委員会設置会社に移行しまし
た。経営のモニタリング機能を強化し、全社のガバナンスをもう一段高いレベルに押し上
げることに加え、経営の執行と、管理監督の役割分担を進めることで、経営のスピードアッ
プを図ります。ガバナンスの進化に終わりはなく、ビジョンを掲げた2030年までにはさら
に進化させていきたいと考えています。
　社外取締役の果たす役割もより一層重要になっています。取締役会においても非常に

活発な意見交換が行われており、それぞれの経験やバックグラウンド
を活かし、社外のステークホルダーとしての視点から、経営のあり方
について意見をいただいています。新中期経営計画を策定する際に
も、さまざまな指摘やアドバイスをいただき、実現可能性の高い計画
を策定することができたと考えています。
　また、投資家との継続的な対話もコーポレートガバナンスの重要
な要素です。積極的な対話を通して当社の立ち位置と目指す方向
性をお示しし、ROICなどのKPIを踏まえながら経営課題を議論する
ことで、企業価値向上を図っていきたいと考えています。
　2030年ビジョンの達成に向けて、経営陣は全員同じ方向を向い
ています。執行側の役割はその達成に向けて常に挑戦を繰り返すこ
と、そして、取締役会の新しい重要なミッションは第三者的視点を
持って執行側を管理監督していくことだと考えています。目指す機
能を発揮するガバナンス体制の実現に向かって、一歩一歩、着実に
歩みを進めていきます。

中長期の成長に向けて「生まれ変わる」

社会への貢献と持続的な成長を両立し、不二製油グループを発展させるためには、新中
期経営計画「Reborn 2024」と2030年ビジョンの達成が極めて重要です。
　2030年ビジョンの第1フェーズである新中期経営計画期間は、利益水準の回復が第一
命題です。それと並行して、植物性油脂事業、業務用チョコレート事業に続く新たな事業
の柱の育成を進めます。
　創業以来、不二製油グループは植物性素材にこだわり、独自の製造開発技術により革
新的な製品を生み出すことで、顧客、社会に貢献してきました。そのDNAは「不二 = 二
つとない」という社名にも刻まれています。
　2022年7月には、新たなフラッグシップとして「GOODNOON」を発表しました。植物
性素材で作られた、味や食感にもこだわった製品群の展開をグループ全体で進めていき
ます。これまでの枠にとらわれず、SNSなどの情報発信、ECサイトなどの新しい販売方
法、Ready to eatやReady to useなどの新しい商品形態にもチャレンジし、中食や外食
の市場での販売も進めていきます。新中期経営計画期間は、日本市場で研究体制や生
産、販売を進めていきますが、次期中期経営計画では、いよいよ世界に打って出ます。そ
して、2030年には「GOODNOON」のコンセプトに見合う製品群で売上高1,000億円規模
を目指してまいります。
　また、今後の世界情勢やリスクマネジメントの観点からも、グループとして持続的に成
長していくためには、海外事業を日本と同様の利益水準まで拡大していく必要があると
考えています。新中期経営計画期間においても海外事業の強化が急務ですが、単に販売
数量を拡大するのではなく、不二製油グループのDNAである差別化された、そして顧客・
消費者に貢献する付加価値の高い製品群の販売比率を高めるとともに、顧客層をひろげ
展開を図ることで、より高収益の事業に生まれ変わらせていきたいと思います。
　不二製油グループには、社会への貢献を果たしつつ持続的に成長することが求められ
ます。経営トップとしての私の使命は、自分が引き継いだ時より少しでも良い形で将来世
代に引き継ぐことです。不二製油グループには70年以上の歴史がありますが、いままで
売れていた製品や仕事のやり方が、永久に続くことは絶対にありえません。会社も生き物
であるがゆえに、変わり続けなければ生き残ることは不可能です。不二製油グループが
今後も生き残っていけるかどうかは、2022～2024年度の3年間にかかっているという 

覚悟で、新しい価値を生み出せる企業グループへと生まれ変わってまいります。

2022年9月
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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）
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