
サステナブルな食の未来の共創

植物性素材で食の選択肢をひろげる

不二製油グループは、食のバリューチェーンの川中の機能を担い、研究開発や生産活動を通して当社グループならではの 

植物性素材を製造・販売しています。
　この機能を果たす中で、地球環境問題・人権・心身の健康などバリューチェーン上の社会課題を機敏に捉え、全ての 

ステークホルダーの期待に応えるソリューションの提供に努めています。
　そして、当社グループの持続的な成長を果たすとともに、消費者の食の選択肢をひろげサステナブルな食の未来を共創 

していく、価値創造の循環を目指しています。

基盤の強化 軌道に乗せる 確立・確固

営
業
利
益
額
イ
メ
ー
ジ

2030202820252022

既存領域（高付加価値）

挑戦領域

既存領域（コモディティ）

Phase1
2022～ 2024

Phase2
2025～ 2027

Phase3
2028～ 2030

消費者顧客サプライヤー 
事業パートナー

農家・農園 
（一次産業）

サステナブルな食のバリューチェーンの 
構築と維持への取り組み

不二製油グループの持続的な成長

おいしさと健康

不二製油グループの提供価値

サステナブルな食のバリューチェーン

バリューチェーン上の 
人権および地球環境問題の解決

おいしさと健康に関する 
社会課題の解決

多様な社会課題

不二製油グループの価値創造
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

2030年 ビジョン

ビジョン達成に向けやるべきこと 2030年目標

革新的な植物性素材を創出し、 
高収益な事業ポートフォリオを形成している

食のバリューチェーン上で社会課題解決に 
挑戦・貢献し、社会価値を創造している

人材育成と企業風土改革

  ROE 10%
  ROIC 8%

  サステナブル調達コミットメント達成
  環境ビジョン2030達成

  グローバルに多彩な人材が活き活きと 
挑戦と革新に取り組み、一丸となって 
成長を続けている

2030年までの成長イメージ

マーケティング・研究開発

生産活動 販売

不二製油 
グループ 
ならではの
植物性  
素材

消費者価値  

＝  
顧客価値

利益／キャッシュ・フローの創出
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不二製油グループの目指す価値創造

不二製油グループの主な事業領域

ESGマテリアリティ



これまでの価値
不二製油グループは、南方系油脂を主原料とした植物性油
脂事業、大豆たん白を主原料とした大豆加工素材事業を祖
業としています。さらに、製品の加工度を高めることで提供
価値の最大化を目指し、乳化・発酵素材事業と業務用チョコ
レート事業を発展させてきました。これまで顧客や消費者の
困りごとを解決する製品を提供してきた基盤には、それらの
主要4事業を軸にした当社グループ固有の事業ポートフォリ
オがあります。各国の経済成長に伴い、物質的な豊かさが求
められる中、新たな価値を持つ新素材を作り上げることで、
顧客の最終商品のおいしさやさまざまな機能性の付与、品質
の向上を実現し、食文化の発展や変容に貢献してきました。
 参考：R&D P38

“共創”による価値創造
食が消費者の口に届くまでには、複雑なサプライチェーンと多くのステークホルダーが関与しています。人権・環境などの
社会課題は一社のみで解決できるものではなく、消費者も含めたバリューチェーン全体での取り組みが不可欠です。
　不二製油グループは食のバリューチェーンの川中に位置する存在として、さまざまなステークホルダーとの共創にさらに
注力します。上流・下流双方へのエンゲージメントを強化し、「サステナブルな食のバリューチェーン」構築と「おいしさと 

健康」を追求し、サステナブルな食の未来を目指します。また、ステークホルダーとの共創を通して信頼を獲得し、ステーク
ホルダーに選ばれる原料メーカーとして強みを発揮し、成長を目指します。

これからの価値
世界では、持続可能な社会構築に向けた課題認識の高まり
や食と健康の一体化が進み、心と体の「健康」に「おいし
さ」が伴う、「おいしさと健康」の両立が求められるように
なっています。また、その食が「サステナブルな食のバリュー
チェーン」で生み出されることも消費者価値の一つとなり
つつあります。当社グループは、植物性素材でこれらの価値
を提供し、消費者の食の選択肢をひろげていきます。

不二製油グループの事業を取り巻く環境はコロナ禍による影響、原料相場の高騰、地政学上のリスクの増大によって
不透明感が高まっています。また、それら事業環境変化への対応不足や、新規事業創出、M＆A案件、設備投資からの
収益化遅延などの課題を認識しており、当社グループは事業収益性を向上させること、および変化へスピード感を持っ
て対応する必要があると考えています。さらに大きく、速く変容することが見込まれる事業環境の中で、当社グループ
が2030年ビジョンで描く価値創造を果たしていくためも、まずは、確実に現有資産、事業からの収益力の回復と財務
体質を強固なものとすることを優先事項として基盤の強化を果たさなければならないと強く認識しています。
　そのため、2030年までを3年ごとのフェーズ1～3として区切り、フェーズ1を「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」ための経営基盤を強化する変革期間として新中期経営計画「Reborn 2024」を定めました。

加工度を高めることによる 
事業の展開

顧客価値の最大化

  サステナブルな原料調達、 
GHG排出量の削減に関する協働

地域社会

NGO・NPO・有識者など 株主・投資家

学術研究機関など

  産地の社会課題（人権・環境問題）
の解決のための取り組みの協働

  社会課題の取り組み推進
のための提言

  社会課題解決に資する取り組みに
対する共感・投資・戦略への提言

  サステナブルな食資源の 
開発やその利活用に関する
オープンイノベーション

  食のバリューチェーン
上の社会課題の啓発

  サステナブルなライフ
スタイルを支える費用
への理解促進

  ミッションへの共感に基づく 
事業活動の推進

  サステナブルな食の開発・提供の協働
  GHG排出量の削減
  消費者へのエンゲージメントの協働

不確実性が高まる社会・事業環境のもと、社会変容に対応し、
市場や売り方を変え、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。

1．事業基盤の強化（収益力復元と新しい価値創造）

2．グローバル経営管理の強化 3． 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）

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

高収益な事業ポートフォリオ形成 社会価値の創造 人材育成と企業風土改革
2030

2017-2021

Reborn 
2024

ビジョン

達成に向け 
やるべきこと

認識

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

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

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

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

消費者顧客サプライヤー 
事業パートナー

農家・農園
（一次産業）

従業員

共創

信頼
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不二製油グループの提供価値

基盤の強化のための中期経営計画（2022～2024年度）

Reborn 2024

Phase1 2022～ 2024 Phase2 2025～ 2027 Phase3 2028～ 2030

基盤の強化 軌道に乗せる 確立・確固

  ブラマー等大型投資の期待収益の実現
  事業管理基盤の変革
  挑戦領域への展開

  大型投資の成長戦略推進
  挑戦領域の拡大
  事業ポートフォリオの強化

  高収益型ポートフォリオの完成
  挑戦領域が事業の柱
  サステナブルが差別化要因に

ROE 8%

ROIC 5%

ROE 9%

ROIC 7%

ROE 10%

ROIC 8%

Reborn 2024

事業環境変化 

  新型コロナウイルス感症染拡大を契機とした生活
様式の変化

  価値観・コミュニケーション手段の変化
  天候・需給による相場変動幅の増大
  地政学的リスク発生の再認識
  SDGs達成に向けた企業への要請の高まり

前中期経営計画の利益計画未達と収益低迷要因 

  事業環境変化への対応不足（新型コロナウイルス
感染症拡大、原材料高）

  新規事業創出、新工場建設の遅延
  M&A案件、設備投資からの収益化遅延
  高付加価値製品群の計画未達

不二製油グループの目指す価値創造



＜関連ページ＞

1   基礎収益力の復元

期待できる成長市場の需要を確実に取り込むとともに、収益性改善に向けた管理強化、 
コストコントロールにより、基礎収益力を復元させる

事業戦略 
  P62

  市場成長回復の取り込み
　   米国・ブラジル／チョコレート需要
　   中国／パン市場拡大
　   新型コロナウイルス感染症拡大による需要 
低下回復

  収益性改善
　   生産効率改善
　   原価管理強化・価格政策の実行
　   コスト削減強化

2   成長・戦略分野への 
経営資源の集中

経営資源を集中し、新拠点・能力増による事業成長を果たす

  植物性油脂 
フジオイル ニューオリンズ（米国）

  乳化・発酵素材 
クリーム新工場（中国）

  業務用チョコレート 
ハラルド第2工場（ブラジル）

  大豆加工素材 
大豆たん白の新工場（日本）

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

グループ全体で差別化商品に注力し、 
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を進める

事業戦略 
「事業ポートフォリオ
マネジメント」 
  P63

4   挑戦領域への展開 新しい売り方、売り先を創造し、 
挑戦領域へ展開

事業戦略 
「挑戦領域への 
展開」 
  P74

1．事業基盤の強化（収益力復元と新しい価値創造）

不二製油グループは、南方系油脂や大豆たん白の加工度を高めることで事業ポートフォリオを確立してきましたが（ P16）、
劇的な事業環境の変化の最中において、競争力の低い製品群などを主とした収益性の低下が課題です。また、2030年に向
けて高収益な事業ポートフォリオを形成していくためには、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
に加え、新たな価値を生む領域へ挑戦していくことが必要です。収益力復元と新しい価値創造を果たす事業基盤の強化を
進めます。

3．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）

不二製油グループは、創業当時からのDNAとして環境への配慮や地域社会との協働に加え、前中期経営計画（2017～2020

年度）において、C“ESG”Oの設置、環境ビジョン2030や主原料別のサステナブル調達コミットメントの策定と取り組みの強
化など、サステナビリティ経営の活動を大きく発展させてきました。新中期経営計画期間においては、サステナビリティの取
り組みが第2ステージに入ったと考え、これまでのトップダウンの推進体制から全社活動に進化させていきます。また、事業
継続力を高める源泉は人材です。当社グループの人材が多様な視点を持って目標に向かって活躍すること、公正な機会提供
と適切に評価されることが経営基盤として重要であり、当社グループの成長につながるものとして考えるため、ダイバーシティ、
エクイティ&インクルージョン（DE&I）を深め、価値創出を担う人材育成、人材獲得を進めます。

2．グローバル経営管理の強化

国内市場が成熟し競争のグローバル化が進む中、グループ戦略を実現し、企業理念を果たしながら企業価値の最大化を図っ
ていくためには、グローバル経営体制の構築が課題です。2015年にグループ本社制への移行以降、グループガバナンス・
コーポレートガバナンスの強化に関する種々の取り組みを推進し、グローバルなマネジメントの強化に努めてきましたが、2020

～2021年度には新型コロナウイルス感染症、原料高などの事業環境変化に対しスピード感のある対応ができなかったことな
どを課題として認識しています。新中期経営計画においては、事業収益の向上策として、事業別ROIC管理の導入に加え、 

事業軸の強化を進めることで、エリアの課題に横断的に対応できるスピード感を有した高資本効率の経営体制および事業
ポートフォリオへの転換を図ります。

「Reborn 2024」 経営目標

＜関連ページ＞

1   事業別ROICの導入
FUJI ROICを導入し、グローバル経営管理の実効性を高める 財務戦略 

  P32
  事業ポートフォリオ経営を推進   エリア施策のモニタリング・経営資源配分

2   事業軸強化による 
利益管理

エリアを横断した事業軸でのモニタリング、利益管理の強化を実施
事業戦略 
  P62

  事業部門による利益責任   原料購買やサプライチェーン
マネジメント構築の主導

  エリアの価格政策、 
販売政策に関与

＜関連ページ＞

1   サステナブル調達 
による差別化

サステナブル調達の推進と、生物多様性リスクへの対応
サステナブル調達 
  P44  パーム・カカオ・大豆・シアカーネルの 

サステナブル調達コミットメントの取り組み
を推進

  生物多様性リスクへの対応・TNFD（自然
関連財務情報開示タスクフォース）の開示

2   気候変動対応   環境ビジョン2030の推進とブラッシュアップ
環境課題への 
取り組み 
  P52

3   人材活用
企業風土改革 価値創造を支える

人材 
  P57  DE&Iの推進   グローバル経営を支える

人材の確保・育成・配置
  内外コミュニケーションの
強化

＜関連ページ＞

3   研究／技術開発

事業戦略と連動したスピード感のある、グローバルな研究開発を強化
R&D 
  P38

  サステナブル・健康志向を
コンセプトとした新製品の
グローバル上市

  事業戦略との連動性・ 
KPI管理

  グローバル研究開発の 
強化

4   DX

DXによるグローバルな経営管理の高度化とネットを活用したアプローチ変革による 
新市場展開

DX 
  P49  統一基幹システムの 

グループ会社への導入・ 
展開

  統合データベースの 
構築利活用による 
経営の効率化

  データの可視化による 
サプライチェーンの最適化、
事業軸での経営指標管理

次世代事業

再構築事業

成長事業

基盤事業

挑戦領域

大豆加工素材事業 
のうち競争力の低い製品
乳化・発酵素材事業 
のうち競争力の低い製品

業務用チョコレート 
事業

植物性油脂事業

成長性
高

低 高 ROIC
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中期経営計画基本方針／経営目標

財務 非財務

項目 2024年度 2021年度実績 項目 2024年度 2021年度実績

営業利益 235億円 150億円
CO2排出量の削減 
（スコープ1+2）

総量
23%*1削減

21%削減
ROE 8.0% 6.6%

ROIC 5.0% 3.1%

サステナブル調達
（パーム油）

TTP*2比率
85%

85%

株主還元
配当性向

30～ 40%

配当性向
38.9%

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

*1 基準年：2016年・全連結子会社
*2 TTP：Traceability to Plantation（農園までのトレーサビリティ）



外部環境を整理しました。新型コロナウイルス感染症に
よる世界経済の不安定化に加え、ロシア・ウクライナ問
題に起因した地政学的リスクを認識し、また、同時に前
中期経営計画に対する総括も行いました。そういった中
で不二製油グループがこれからどのような方向に向か
い、社会課題、顧客、株主といったステークホルダーへ
の貢献をどのように果たしていくべきか、そういう想い
を込めてグループの進むべき方向を2030年ビジョンと
して示しました。「Reborn 2024」は2030年ビジョンの
達成に向けて、いま、当社グループが取り組まなければ
いけない課題、施策をCSOグループが中心となって、 

経営メンバーで議論して策定したものです。その中で常
に注視しておくべき重要な指標の特定に注力しました。
まだ十分ではありませんが、実績が計画と乖離した時に、
どの指標を紐解いて原因を解明し、どのように対策を
打っていくのかを明確にするという、私が目指していた
中期経営計画に近づけたと考えています。西さんのご 

指摘のとおり、目標は高めに設定していますが、2030年
ビジョンの実現に向けて、まずこの3年で掲げた戦略を
着実に、かつスピード感を持って実行していきます。

策定の背景と評価

Question  

まずは、今回の新中期経営計画「Reborn 2024」の策定や 

今後の課題について、西さんはどのように評価されていますか。

西

外部環境が激変する昨今は、数年先のありたい姿を描く
ことが難しく、中期経営計画を策定する難易度が格段に
高くなっています。そうした中でも、適切な方針を設定

され、新たに掲げた2030年ビジョンに向け、スタート地点
に立つことができたと評価しています。策定プロセスにお
いても、私たち社外取締役にも適宜相談していただき、
議論にも加えていただきましたので、ストレスはありません
でした。一方で、目標としては高めのハードルを設定して
いますので、その実現は容易ではないでしょう。とりわけ、
掲げた戦略の一つ一つを、スピード感を持って実行して
いけるかどうか注視していきたいと考えています。

酒井

策定においては、まず、グループを取り巻く内部環境と

国内大手商社の食糧部門で営業・マネジメン
トを経験し、海外事業についても豊富な経験
を有する。当社への出向時には、海外グルー
プ会社であるハラルドおよびブラマー チョコ
レート カンパニーの取締役としてPMIに尽力。
国内外での食料ビジネスにおける経験を有し
ており、2022年6月より現職。

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。

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。

 
社外取締役
独立役員

西 秀訓

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

取締役 兼 上席執行役員
最高経営戦略責任者（CSO）
兼 ハラルド会長

田中 寛之

2022年5月、不二製油グループは、2030年ビジョンとして「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ます」を掲げ、そこに至るまでの第1フェーズとして、

新中期経営計画「Rebo r n  2 0 24」を発表しました。

　その実現、実行に向けてどのように取り組んでいくのか、CEOの酒井幹夫と、

新たにCSOに就任した田中寛之、社外取締役の西秀訓氏による鼎談を実施しました。 不
二
製
油
グ
ル
ー
プ
の
価
値
創
造

21不二製油グループ 統合報告書 202220 不二製油グループ 統合報告書 2022

特別鼎談

新中期経営計画策定の　 背景と込めた想い



3つの基本方針

事業基盤の強化

Question  

新中期経営計画では、3つの基本方針、「事業基盤の強化（収

益力復元と新しい価値創造）」「グローバル経営管理の強化」

「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）」を設定しました。まず、「事業基盤の強化」では、目

指す高付加価値型の事業を挑戦領域と名付け、植物性素材だ

けで「驚きのおいしさ」を実現する新技術・新素材を用いた新し

いビジネスモデルの創造を表明されました。

西

世界中の多くの地域が経済発展していくトレンドは変わ
らず、経済的に余裕を持った人々は「食」に高い付加価
値を求めるようになっていきます。こうしたトレンドを踏
まえると、不二製油グループが成長を目指す上で、高付
加価値型の市場を挑戦領域として注力していくことは自
明の理といえるでしょう。ただし、高付加価値と一言に
いっても、製品の質を単に向上させれば良いのではな
く、多様化も求められます。例えば、顧客企業の人件費
や光熱費の削減に貢献するような、サービスの側面での
ソリューションを、地域別、チャネル別で細かく見極めて、
提供していくこともできるのではないでしょうか。

田中

挑戦領域については私も思うところがありまして、当社
グループは元々、高付加価値型の事業を基盤に発展し
てきました。その基盤を、規模の拡大を通じてより強固
にするために、後発的にコモディティの領域にも進出し
てきたといえます。コモディティのビジネスは原価率が
高いものの、2015年から2020年までは比較的原料相
場が安定していたため、当社グループにとっては安定的
な収益基盤となっていましたが、昨今の外部環境変化で
リスクが一気に顕在化しました。当社グループには、問
題が発生してからではなく事前にそれを予見して防ぐた
めの設備投資を行う、保全投資の考え方が浸透していま
す。コモディティのビジネスにおいても、こうした予防的
視点を取り入れ、変化に強い基盤を作る必要があると考
えています。挑戦領域への取り組みを進めていくために
も、コモディティビジネスの安定化は避けて通れない課
題だと思います。

酒井

いままでは、「口どけの良いチョコレート用油脂を作る」
とか、「歩留まりをよくする」とか、そういったハードの
技術で差別化を行ってきました。今後はそれに加えて、
パッケージや先ほど西さんがおっしゃったような、サービ
スの側面でのソリューションの提案といったソフトによる
差別化も進めていく必要があると考えています。その前
提として最も重要なのは、やはり「おいしさ」です。社会

課題解決のために、おいしいと思えない植物性食品を食
べるというのは、頭では理解できても、それを続けるこ
とは難しいと思います。やはりおいしく食事を楽しみな
がら、食資源不足や環境問題の解決に寄与できる、持
続可能な食の未来を実現できる、このようなことが日常
の食事で実現できるよう、植物性食品の「おいしさ」を
さらに向上させ、食の選択肢をひろげることが当社グ
ループの使命です。

グローバル経営管理の強化

Question  

新中期経営計画の基本方針の一つである「グローバル経営管

理の強化」では、エリア軸に事業軸を加えたグローバル経営に

ついての今後の方向性を示しました。これまでも「不二製油 

グループにとってのグローバル企業像は何か」を明確化すべき 

という課題をご指摘いただいていましたが、西さんのお考えを 

お聞かせください。

西

多様でトレンドの移り変わりも激しい食の分野で、グロー
バルに事業を行うにあたっては、マネジメント手法に、絶
対的な正解はないと考えています。私が思うマネジメン
ト手法には3つの類型があります。1つ目は結果管理型。
求める結果が出ている限り、プロセスは現場に任せるも
のです。2つ目はプロセス管理型で、理念やブランドガイ
ドラインで現場の行動を既定します。3つ目は、結果管理
型とプロセス管理型の間に位置する戦略管理型。不二
製油グループがいま採用すべきはこの3つ目の類型であ
ると考えます。結果管理型でエリアに権限を委譲しすぎ
ると統合シナジーが生まれにくく、プロセス管理型を行
うには、グループ各社の事業を取り巻く環境が異なるた
め難しい。エリアごとの事業が軌道に乗ってきたら、結
果管理型でも良いかもしれませんが、現時点では戦略を
核としたマネジメントを事業軸で行う戦略管理型のマネ
ジメントが求められていると考えています。

田中

2015年に地域統括会社制を導入し、エリア軸のマネジ
メントを強化した時に、結果管理型のマネジメントに舵
を切りすぎた印象を持っています。私はこれまで、ハラ

ルドやブラマーの取締役を経験してきましたが、エリアへ
権限を委譲してきたことで、現場力は確かに強くなりま
した。一方で、情報の流れとして、現場で起こっているこ
とをエリア統括会社が整理し、それをCSOが受け取って
グループ本社の経営会議にかけるというステップになっ
ており、グループ本社は受け身の状態になりがちでした。
平時では問題ありませんが、今回のように大きな環境変
化に見舞われると、グループ各社が単独で判断できない
部分が多く、対応の遅れにつながってしまいました。不
確実性が高まっているこの3ヵ年については、まずはプロ
セス管理型に近い形でのマネジメントを進め、ご示唆い
ただいた戦略管理型のような形に移行していくことを考
えています。その第一歩として、新中期経営計画期間内
に、グループ本社の事業担当の執行役員と地域統括会
社の役割分担の明確化を目指し、サプライチェーンの強
化やリスクマネジメントの基盤構築に主導的に取り組ん
でいく考えです。

酒井

事業軸のマネジメントを強化する決断に至った背景には、
大きく2つの理由があります。1つ目は、リスクマネジメン
ト強化のためです。新型コロナウイルス感染症やロシア・
ウクライナ問題などの予期していなかった外部環境の変
化に次々に見舞われたことで、サプライチェーンを中心
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にグループ全体に関わる極めて大きいリスクが表面化し
ました。エリア軸のマネジメントでは、各グループ会社や
エリアごとのリスクを分析するだけにとどまってしまいが
ちです。それが、事業軸のマネジメントを強化することに
よって、グループ全体に影響する包括的なリスクにまで
意識が向かうようになることを期待しています。2つ目
は、人的資本などの重要なリソースをより有効に活用し
ていくためです。エリア軸のマネジメントでは、どうして
もエリアをまたいだ資源配分が円滑に進みませんでした。
グループとして最適な資源配分を行っていくためにも、
事業軸のマネジメント強化を進めていく考えです。

西

不二製油グループには、まだまだ活用できていない有
形資産、無形資産、特に人的資本や技術などがあるは
ずです。新しい取り組みだけでなく、もう一度、「自分た
ちはどういう資産を持っているのか」ということを、現
場レベルで探り出し、それらが有効に活用できているの
かを指標なども用いて分析することが重要ではないで
しょうか。それはもちろん、経営効率の向上にもつな
がっていきます。

酒井

新中期経営計画期間では大きな設備投資を計画してい
ないこともあり、生産設備については、いま保有してい
る資産を最大限に有効活用して利益を上げていけるか
が大きな課題だと捉えています。効率性を求めていくと
いう側面で、ROIC管理も導入しました。ただし、個別市
場でのレピュテーションや顧客とのつながり、人的資本
といった数字に表れない資産の活用を複合的に考える
必要があり、利益を生み出していない事業を売却すれば
良いという単純な話ではありません。一方で、資本コス
トに対する感覚が欠如していたことも事実です。投下し
た資本に対して、資本コストと比較して収益性は十分か
という視点は従来以上に求められます。株主から資金を
預かっている以上、資本コストを意識した経営の推進が
必須だと考えています。

サステナビリティの深化

Question  

基本方針の3つ目が「サステナビリティの深化」です。サステナ

ビリティ戦略を、経営戦略や企業価値向上にどのようにつなげて

いくかなどについて、お聞かせください。

西

サステナビリティに関する課題には、最低限取り組まな
ければならない課題と、戦略的に競争力を高めるため
の課題の2つがあります。前者は、コストに見合ったリ
ターンがないことも多いのですが、企業の存続のために
は避けることができず、ほかのテーマと組み合わせるな
どの工夫をしながら取り組むことが求められます。一
方、後者は、企業の能力や競争力を高められるような取
り組みを進めることで、中長期的な視点では収益基盤
構築につながる課題です。多くの日本企業にはそうした
取り組みを前面に押し出すことへのためらいもあります
が、海外企業は、ためらわずに前面に押し出しています。
世界的に、「サステナビリティに取り組んでいなければ
企業の存続に関わる」という認識が定着しつつあるから
ではないでしょうか。不二製油グループも、より一層危
機感を持って取り組まなければなりません。実際の投資
や人材の配分が求められますが、これはCSOの重要な
仕事の一つです。

田中

森林破壊や児童労働などの地球環境・人権問題との結
び付きが高い原料を多数取り扱う当社グループは、社会
的責任を果たすため、それらの課題に取り組み続けてい
きます。一方で、事業としての側面から見ると、サステナ
ビリティだけを訴求して収益に還元させるには限界があ
ります。西さんからもお話があったように、製品そのも
のの魅力を向上させ、同時にサステナブルでもあるとい
う、組み合わせの価値を実現し、提供していくことが喫
緊の課題だと感じています。

酒井

当社グループは、日本の業務用チョコレートの生産量に
おいては約60%、パーム油の輸入量においても40%弱
を占めています。これほどのシェアを持っている以上、 

業界をリードして、戦略的にサステナビリティ課題に取り
組んでいかなくてはなりません。ただサステナビリティ対
応のためにコストをかけるだけではなく、サステナブル製
品の価値をお客様に認めていただくための仕掛けづくり
が非常に重要です。

現場とのコミュニケーションと戦略
の浸透

Question  

ここまで新中期経営計画について議論してきましたが、重要なの

は現場に落とし込み実行に移すことです。2030年ビジョン 

「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」の達成に向けて、実現可能性を高めるために、

いま必要なことは何だとお考えでしょうか。

西

初年度となるこの1年で、最も注目していきたいのは、
従業員が自らの言葉で「Reborn 2024」をどれだけ語
ることができるようになるかです。酒井さんの語る
「Reborn 2024」に多様な解釈があって良いと思いま
す。そして、従業員一人ひとりから「Reborn 2024」で
自分はこれに取り組むのだという意見が出てきて、田中
さんのもとにも上がってくる。こうした動きが、まさに
新しく生まれ変わるためのきっかけになるのではないで
しょうか。

酒井

この1年は、特にグループ各社とのコミュニケーションを
積極的に増やし、日本を含めてグループ本社と個社の距
離感を詰めるための期間にしていきたいと考えていま
す。そして、グループが一体となって新しい不二製油 

グループに生まれ変わるために、「Reborn 2024」のも
と、邁進してまいります。
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不二製油グループは、日本・米州・欧州・東南アジア・中国の各エリアにおいて、植物性油脂、業務用チョコレート、乳化・
発酵素材、大豆加工素材の4つのセグメントで事業展開していることから、当社グループのバリューチェーンには社会課題・
経済環境変化などの影響を受け、さまざまなリスクが潜在しています。それらのリスクに対して、当社グループは経営会議を
全社リスクマネジメント機関と位置付け、経営陣の認識リスク（戦略上のリスク、財務リスク）、ESGマテリアリティマップ、 

オペレーショナルリスクなど、グループを取り巻く環境を踏まえた情報ソースから、経営への影響度、発生可能性、顕在化 

時期などの総合的な判断により、全社重要リスクを選定し、その対応策の立案、実施、進捗確認、評価・改善などリスクを
管理する全社リスクマネジメント体制を構築しています。

不二製油グループのリスクマネジメント体制

 サステナビリティ委員会とESGマテリアリティ
グループ全体でのサステナビリティ推進およびその監督の観点から、不二製油グループ本社取締役会の諮問機関としてサステナビ
リティ委員会を設置しています。中長期およびマルチステークホルダーの視点で「ESGマテリアリティ」を特定ならびに全社・事業
横断的取り組みの方向性と目標・KPIを決定し、テーマの進捗をモニタリングしています。「ESGマテリアリティ」は、「不二製油 

グループが社会に与える影響度」と「社会課題が不二製油グループに与える影響度」の2つの観点から社会課題の重要度を分析し、
優先度の高いものを特定しています。

 全社重要リスク分科会と全社重要リスク
中長期的なグループの方向性に沿った事業戦略の遂行にあたり、当社グループに重大な影響を及ぼすと認識するリスク項目を全
社重要リスクとして特定し、リスク低減を推進しています。全社重要リスクは、2022年度よりサステナビリティ委員会の下部組織と
して設置した全社重要リスク分科会にて、メンバーの多様な視点により、リスク案の検討や対応策の適切性評価・確認等を行い、
さらなる企業価値毀損リスクの低減を目指しています。 

 オペレーショナルリスク
当社は各グループ会社内にリスクマネジメント委員会を設置しており、｢リスクアセスメント→リスク対応→自己チェック→レベル
アップ（次年度計画立案）」のPDCAを回し、不二製油グループ本社、地域統括会社、各グループ会社間で連携を取りながらオペ
レーショナルリスクを特定し対応しています。リスクアセスメントでは、自社のリスクを可能な限り洗い出し、リスクマップ（縦軸： 

自社への損失・影響度、横軸：発生可能性）により評価の上、自社にとって損失・影響度が大きいリスクを「重要リスク」として
特定しています。全ての「重要リスク」に対して対応方法を決定し、リスク低減を図っています。

1   サステナブルな食資源の創造
2   健康と栄養
3   サステナブル調達
4    製品の安全性と品質
5    労働安全衛生
6    気候変動

7    水資源
8    サーキュラーエコノミー
9    生物多様性

10    DE&I

11    ガバナンス・リスク・コンプライアンス（GRC）

1   原料相場の変動リスク
2   財務･税務に関するリスク
3   法規制やコンプライアンスに関するリスク
4   グループ会社の経営リスク
5   食品の安全性に関するリスク
6   サプライチェーンに関するリスク

7   災害・事故・感染症に関するリスク
8   情報システム・セキュリティに関するリスク
9   人材の確保・育成に関するリスク

10   ビジネスの転換・変革に関するリスク
11   環境・人権に関するリスク
12   事業展開国のカントリーリスク

消費者顧客サプライヤー 
事業パートナー

農家・農園 
（一次産業）

リスクを事業機会に
気候変動や世界的な人口増加に起因した種々の社会課題は、当社のビジネスや事業環境に影響を及ぼし得るリスク項目である
一方で、それら社会課題を背景とした食資源の需給の変化や消費者の消費動向の変化は新たな成長機会でもあると考えていま
す。当社は、社会構造の変化とニーズの高まりにより今後成長が見込まれる植物性食品市場をターゲットに、次世代事業の育成
に挑戦していきます。

気候変動リスク・機会および財務インパクトの 
影響度評価 

P54

挑戦領域への展開
P74

世界の肉および海産物代替品の販売金額
（100万米ドル）
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出典  ：Euromonitor International 2022
  ：Processed Meat, Seafood and Alternatives to Meat
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指示

報告 

指示

報告 

サステナビリティ 
委員会 

全社重要リスク 
分科会 

各社 
リスクマネジメント

委員会 

管理する重要事項 

ESGマテリアリティ 

財務的および環境・社会的インパクトの 
いずれもが高く、優先的に経営資源を 

投入する社会課題

ESGマテリアリティ 

全社重要リスク

6-1 11-1 7

11-2 1

事業ポートフォリオマネジメント

グローバル経営管理

全社重要リスク

不二製油グループに与える 
影響度が大きいリスク項目 

動物性タンパク資源代替製品の 
ニーズは高まっている

オペレーショナルリスク

各個社・各事業固有のリスク 

取締役会 

（モニタリング機関） 

グループ本社 
 経営会議 

（全社リスクマネジメント機関） 

各エリア・  グループ個社  
経営会議 

下部組織答申

マーケティング・研究開発

生産活動
販売

不二製油グループ 
ならではの

植物性素材

人口増加
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10 11
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タンパク資源
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タンパク 
資源の不足

気候変動

畜産の 
減少

感染症の 
増加

健康需要の 
増加
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不二製油グループのリスクマネジメント

社会構造の変化 プラントベースフードのニーズの高まり
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不二製油グループの主な事業領域



不二製油グループ本社株式会社 取締役会

全社重要リスク分科会
不二製油グループにおける企業価値毀損リスクを低減

ESGマテリアリティ取り組みテーマ推進責任者
各社・各部門において取り組みテーマを推進

ESGマテリアリティの特定
不二製油グループは、事業活動を通じて「社会の持続可能な発展への貢献」と「自社の持続的な成長・社会への価値創造」をとも
に実現するために、ESGマテリアリティを定めています。ESGマテリアリティは、サステナビリティ経営推進のための4つの活動分野*

のうち、事業活動を通した「ポジティブ・インパクトの創出」あるいは「ネガティブ・インパクトの低減」に寄与します。ESGマテリア
リティは、新たな社会課題や、ステークホルダーとの対話の中でいただいた助言に基づき、年1回のレビューと特定を行っています。
* 1.ポジティブ・インパクト（正の影響）の創出、2.ネガティブ・インパクト（負の影響）の低減、3.社会貢献活動、4.ステークホルダーとのコミュニケーション

2022年度 ESGマテリアリティ特定プロセス

*  GRI（Global Reporting Initiative）やSASB（Sustainability Accounting Standards Board）の開示項目、WBA（World Benchmarking Alliance）の評価基準、SDGs、業界団体が
推進するESGテーマ、国内外同業他社のマテリアリティ、有識者の助言などを考慮

2022年度ESGマテリアリティマップおよびESGマテリアリティは、主に以下の観点で更新しています。
  ESGマテリアリティマップの縦横軸に、ダブル・マテリアリティの概念をより際立たせた表現を採用し、当社グループが社会に与える影響度に重
きを置いた分析を実施

  2021年度の分析実施時より、ステークホルダーの関心の高まりが見られる「健康と栄養」および「生物多様性」を独立した社会課題として整理
  いくつかの社会課題において、ステークホルダーの関心事により沿う表現となるよう名称の微修正を実施（例：食の創造→サステナブルな食資源の創造）

STEP 2

マテリアリティ 
マップを使った 

評価

STEP 1

評価対象となる 
包括的な社会課題
リスト*の作成

STEP 3

社内外関係者との 
意見交換 

（ステークホルダー
エンゲージメント）

STEP 4

サステナビリティ 
委員会での審議

STEP 5

取締役会での 
承認

ESG 
マテリアリティ

取り組み 
テーマ 管掌者 特に貢献を 

目指すSDGs 目指す姿 2021年度実績

 価値創造
サステナブルな
食資源の創造

植物性タンパク 
資源の創造 CTO

将来懸念される食資源不足への解決策として、動物性タンパ
ク、乳製品を代替する環境負荷の低い多様な植物性食品素材
の普及と代替技術の確立

  本格的な肉素材・食肉製品を目指したおいしい大豆ミート素材、食品 
（植物性ナゲットなど）10品の上市
  植物性素材をベースとしたミルク・クリーム（アーモンドホイップなど） 
5品の上市

健康と栄養

高齢者の心身の 
健康課題の解消 CTO 健康課題や生活の制限の解消によるシニアのウェルビーイング

の実現
  安定化DHA・EPAの新たな健康機能エビデンスの学術論文への掲載
  DHAを機能性関与成分とした乳飲料の機能性表示食品としての受理
  認知症予防をターゲットとしたエコシステム構築のための計画策定

糖質低減 CTO 食品の糖質の一部を植物性タンパク素材で代替し、生活習慣病
の予防に資する栄養バランスに優れた食品の提供

  主食系食品のタンパク質比率を高める食品素材の開発および上市
  タンパク含有量を強化した主食系食品素材のラボレベルでの開発

トランス脂肪酸 
含有量の低減 CSO

WHO指針および各国での法規制に基づいた、トランス脂肪酸摂
取量が総エネルギー摂取量の1%以上である地域における、製
品中のトランス脂肪酸含有量の低減

海外の対象グループ会社14社のうち10社で低トランス脂肪酸製品への 
変更が完了（2022年3月時点）

サステナブル 
調達

パーム油の 
サステナブル調達 CSO

  サプライチェーン上におけるNDPE（森林破壊ゼロ、泥炭地開
発ゼロ、搾取ゼロ）の達成

  2030年までに農園までのトレーサビリティ（TTP）100%
  2030年までに全直接サプライヤーに労働環境改善プログラム
（LTP*1）を適用

  TTM：100%
  TTP：85%
  森林破壊防止：パーム油サプライチェーンにおいて衛星写真による常時 
モニタリング実施（マレーシア、インドネシア、パプアニューギニア）
  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の労働環
境改善プログラムの適用：27%

カカオの 
サステナブル調達 CSO

  2030年までに児童労働撤廃
  2025年までに ILOの定める「最悪の形態の児童労働
（WFCL）」ゼロ
  農家の生活環境改善
  森林破壊の防止と森林の保全：2030年までにカカオ栽培地域
に対して100万本植樹

  GPSマッピング：ブラマー チョコレート カンパニー（米国）直接調達の 
農家の87%完了

  ガーナでの支援プログラム：
      1,250農家へ実施
      サプライチェーンの1,200世帯に対し世帯調査実施
      危険な児童労働や最悪の形態の児童労働に対する教育の実施
  直接調達農家へのGAP*2導入指導
  ガーナ西部で10万本植樹

大豆の 
サステナブル調達 CSO

  サプライチェーン上における森林破壊ゼロ、搾取ゼロ、コンプラ
イアンスの遵守
  2030年までにコミュニティレベルまでの、2025年までに第一
次集荷場所までのトレーサビリティ確保、またはRTRS*3認証品
もしくはRTRS認証に準じたその他認証品での調達率：100%

  中期目標ならびにKPIの設定
  サプライヤー向けセルフアセスメントツールを作成し、各社現況把握を 
開始

  調達先国別に「コミュニティ」の定義が異なることを確認・整理

シアカーネルの 
サステナブル調達 CSO

  森林破壊防止と緑地の保護：2030年まで毎年6,000本植樹
  農村レベルまでのトレーサビリティ：2030年までに75%、2025
年までに50%
  Tebma-Kandu協同組合からのシアカーネル直接調達比率：
2030年までに50%、2025年までに30%
  地域価値の創造：フジ オイル ガーナの正規雇用従業員数50%
増加（2017年比）

  植樹6,000本
  Tebma-Kandu協同組合からのシアカーネル直接調達比率：2.5%
  フジ オイル ガーナ正規雇用従業員数：42%増加（2017年比）

 安全・品質・環境
製品の安全性
と品質

製品安全と品質
の徹底

ESG 
担当役員

製造される全ての製品において、自社が原因となるクレーム 
ゼロ 重大品質クレーム0件

労働安全衛生 労働安全衛生の 
推進

ESG 
担当役員

人間尊重および安全第一を最優先とし、「安全で快適な職場」
づくりによって全グループ会社で災害ゼロ 重大災害0件、重大物的事故0件

気候変動
CO2の排出削減 ESG 

担当役員

 ＜環境ビジョン2030＞
2030年にCO2排出量（総量）をスコープ1＋2で40%削減、 
スコープ3（カテゴリ1）で18%削減（基準年2016年）
注：SBT認定取得

・スコープ1＋2（総量）：21%削減
・スコープ3（カテゴリ１）：0.1%増加

環境に配慮した 
ものづくり CTO 脱ケミカルやCCU（CO2の有効利用）などの技術開発による 

自社バリューチェーン上の地球環境負荷の低減
  新規酵素油脂加工技術による環境負荷低減評価：CO2排出量20%低減の
試算結果。現場での酵素反応速度目標値が未達
  CCUの活用による大豆生産の取り組みの開始

水資源 水使用量の削減 ESG 
担当役員

＜環境ビジョン2030＞
2030年に水使用量原単位を20%削減（基準年2016年） 25%削減

サーキュラー 
エコノミー

廃棄物の削減 ESG 
担当役員

＜環境ビジョン2030＞
2030年に廃棄物量原単位を10%削減（基準年2016年） 5.2%削減

フードロスの削減 CTO 技術イノベーションならびに副産物の再利用を通じたバリュー
チェーン上のフードロスおよび廃棄物削減 食品のおいしさを維持する新素材の開発と提案、顧客での採用増加

生物多様性 *4 生物多様性の 
保全と再生

ESG 
担当役員 主原料生産地でのネイチャーポジティブの実現 2021年度ESGマテリアリティとして該当なし

 経営基盤

DE&I DE＆ Iの実践 *5

グローバル 
人事 
グループ 
総括担当

  不利な状況にある人が感じるバリアーを取り除き、公正な機会
の提供と評価（エクイティ）
  従業員全員の帰属意識を高める企業文化の醸成（インクルー
ジョン）
  多様性が生み出すビジネスモデルと価値の創出（ダイバーシ
ティ）

＜グループ全体＞
  グループ憲法のeラーニング実施
  経営人材に求められる要件の明確化と要件に基づいた施策の実施
＜日本＞
  再雇用嘱託制度改定や在宅勤務制度の拡充など多様な働き方に向けた
環境の整備
  男性育児休業取得率：73%
  雇用区分に関わらない自己啓発機会の提供
  障がい者が長期に活躍できる職場の新規開拓と定着支援のための 
フォロー実施
＜海外＞
  海外グループ会社へ課題ヒアリング実施
  日本人駐在員の必要ポジション明確化と、必要に応じた現地化の促進

GRC*6

リスクマネジメント
システム

ESG 
担当役員   リスクに強く、社会からの信頼を獲得する高信頼性企業の実現

  全社重要リスクの特定と、適正なリスク管理の実施
  信頼性のある客観的な最新データによる気候変動シナリオの作成
  財務インパクトの定量化検討の実施

情報セキュリティ 
マネジメント CFO   ICT（情報通信技術）によるプロセス改革と企業価値創出

  安全・安心な ICT活用によるグループガバナンス実現への貢献
  重篤なセキュリティインシデントの発生0件
  新たな脅威に対応する監査項目を追加し、国内外のグループ会社13社に
対して内部監査実施

コンプライアンス
の強化

法務・ 
総務 
部門長

公正かつ透明性を持った事業活動を行い、全てのステークホル
ダーから信頼される誠実な企業

  グループ各社への法務担当者設置と不二製油グループ本社と同担当者
間のコミュニケーションライン確立
  グループ各社における公務員贈賄リスクに関する自己点検および高リスク
拠点の防止体制に関する自己点検の実施
  日本、中国、北米、シンガポールにて独禁法コンプライアンスに関する 
集団研修の実施
  グローバルeラーニング実施（贈賄防止）

グループ 
ガバナンスの向上 CSO 有効なグループガバナンス体制の構築を通じた企業価値の向上

  グループ内の活性化、相互理解推進のためのEmployee Relationsの実施
  グループ会社のマネジメントを担う海外赴任者に対する研修実施
  内部監査グループと経営企画グループの連携深化

コーポレート 
ガバナンスの向上 CSO 取締役会の適正な運用を通じた企業価値の向上

2021年度の取締役会での以下のような議論の実施
  モニタリング視点で採用・審議すべき議題
  モニタリングに十分耐え得る業務執行のあり方
  取締役会と経営会議（執行側の最高意思決定機関）の役割分化

2022年度  ESGマテリアリティ

答申・審議結果の報告

報告 報告

＜サステナビリティ委員会＞
  委員長：ESG担当役員
  委員：CEO、CFO、CTO、CSO 
エリア統括会社代表、社外取締役（有識者）、社内有識者

体制 機能
当社事業に関するサステナビリティ活動の検討および取締役会への答申
 ESGマテリアリティの特定および取り組みテーマ目標・戦略に関する審議
 ESGマテリアリティの進捗状況のモニタリング

ステークホルダー 
からのアドバイス

（例）
生物多様性の取り組
みは社会的重要課題

諮問

「ESGマテリアリティ」の詳細については、サステナビリティレポート2022をご参照ください。
社会インパクトとESGマテリアリティ https://www.fujioilholdings.com/sustainability/materiality/

*1  LTP：Labour Transformation Programme
*2  GAP：Good Agricultural Practices（農業生産工程管理）
*3  RTRS：Round Table on Responsible Soy Association（責任ある大豆に関する円卓会議）
*4  生物多様性に関する取り組みの詳細については、サステナビリティレポート2022をご参照ください。
　 パーム油のサステナブル調達
　 https://www.fujioilholdings.com/sustainability/palm_oil/
　 カカオのサステナブル調達
　 https://www.fujioilholdings.com/sustainability/cocoa/

　 大豆のサステナブル調達
　 https://www.fujioilholdings.com/sustainability/soy/
　 シアカーネルのサステナブル調達
　 https://www.fujioilholdings.com/sustainability/shea_kernel/
*5  DE&I：ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョン。公正な機会提供や評価とインクルーシブなマ
ネジメントによる多様な人材の活用

*6  GRC：ガバナンス・リスク・コンプライアンス

不二製油グループ 
が社会に与える 

影響度

極めて高い   健康と栄養
   生物多様性

  サステナブルな食資源の創造
  サステナブル調達 *1

   製品の安全性と品質
   気候変動

非常に高い   コミュニティとの共生
   労働安全衛生
   水資源
   サーキュラーエコノミー

   DE＆ I*2

   GRC*3

高い   製品包装とプラスチック
  アニマルウェルフェア   人材育成

高い 非常に高い 極めて高い
社会課題が不二製油グループに与える影響度

*1 人権の尊重、森林や生物多様性の保全と再生も重要な観点として含まれます。
*2 ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン
*3  ガバナンス・リスク・コンプライアンス。GRCにはコーポレートガバナンスと内部統制の観点が含まれますが、サステナビリティ委員会においては内部統制に関わる項目をモニタリングして
いきます。コーポレートガバナンスは取締役会にてモニタリングしていきます。

サステナビリティ委員会*

ステークホルダーの期待に応えるサステナビリティ経営を強化する目的で、不二製油グループ本社取締役会の諮問機関として 

サステナビリティ委員会を設置しています。同委員会は年2回以上開催し、サステナビリティ経営の前提となるESGマテリアリティ
の策定、ならびに取り組みテーマの目標・戦略について、中長期およびマルチステークホルダー視点で審議を行い取締役会に
答申し、取締役会はそれを受けてマテリアリティを承認するとともに、中長期的なグループの方向性を決定しています。同委員
会はCxOと社内外の有識者で構成され、ESG担当役員が委員長を務めていますが、2022年度よりエリア統括会社の代表も委員
会メンバーに加えました。現地の社会課題を議論に取り込むことで、事業戦略と現地の取り組みとの連動性を高めています。
*  全社・事業横断的サステナビリティの取り組みの推進およびモニタリングの観点から、不二製油グループ本社取締役会の諮問機関として2015年に「ESG委員会」を設置し同機能を果たして
きましたが、コーポレートガバナンス（G）は取締役会の取り扱い事項であり、環境（E）や社会（S）を中心とする全社的なサステナビリティの取り組みのPDCAが同委員会の役割であること
を考慮し、2022年度にサステナビリティ委員会へ名称を変更しました。

2022年度 ESGマテリアリティマップ  価値創造　  安全・品質・環境　  経営基盤
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ESGマテリアリティ

不二製油グループのリスクマネジメント



1  リスクの特定    

グループ各社でリスクマップを作成し各社におけるオペレーショナルリスクを特定すると同時に、経営会議にて戦略上のリスク
や財務リスクを決定しています。また、ESGマテリアリティのうち「社会課題が不二製油グループに与える影響度」が大きい
と認識している項目と合わせリスクを網羅的に把握した上で、特に重要なリスクを取締役会において決定しています。 

2  リスクの対応とモニタリング 

経営会議を全社リスクマネジメント機関と位置付け、上記で決定された重要なリスクについて、各リスクの担当役員を決定
し、対応策を定めています。また、担当役員による対応策の進捗報告、および全社重要リスクの見直し・選定を実施します。
これらはリスク管理を管掌するESG担当役員により管理され、定期的に取締役会へ報告を行います。取締役会はモニタリン
グ機関として経営会議からの報告内容について確認・指示を行います。また、グループ全体への影響拡大が懸念されるリス
クやエマージングリスクへの対応方針を中心に協議を行い、対応指針を経営会議に示します。 

3  2021年度のモニタリング結果    

2021年度に決定された12項目の重要リスクは、各管掌役員のもと対応策を進め、個別の進捗や課題状況を適宜取締役会
にも報告しながらリスク低減を図りました。また、各リスクの担当役員から2021年度の対応進捗状況およびその対応等につ
いて取締役会に報告し、顕在化したリスクの発生原因、対応策につきその妥当性、適時性等を確認しました。

不二製油グループの重要なリスク （2022年度版）

当社グループにおいて管理すべき重要なリスクとして以下の12項目を選定し、各リスクについては管掌役員を定めて対応計画
を策定しています。また、対応状況は取締役会に報告し、モニタリングを実施する体制を構築しています。なお、将来事項に関
する記述につきましては、2022年3月31日現在において入手可能な情報に基づき、当社が合理的であると判断したものです。

リスク項目 全社重要リスク リスク対応の方向性

担当役員

1
原料相場の
変動リスク 主要原料の価格変動のリスク   拠点間の相互補完（融通）を含めた全社レベルでの原料バランスの管理体制構築

  原料購買・ヘッジに関する全社ポリシーに基づく適切なヘッジ取引管理

2
財務･税務に
関するリスク

為替・金利変動や国際的な課税の
リスク

  デリバティブの活用による変動リスクヘッジの実施、GCM（グローバル・キャッシュ・
マネジメント）による流動性リスク低減
  国際税務上のリスク回避や適正な納税のための管理体制構築

3
法規制や 
コンプライアンス
に関するリスク

各国の法制度に対するコンプライ
アンス違反リスク

  法務部門のグローバルな管理体制の強化
  全社単位でのコンプライアンス管理の徹底

4 グループ会社の
経営リスク

事業計画の進捗遅れによるのれん
や固定資産の減損リスクや各種規
制・ルールの変更により事業内容
が影響を受けるリスク

   グループ横断的支援体制による事業の推進とマネジメント強化
  海外事業会社の経営を担える人材の育成と登用
  投資撤退基準による投資案件の管理徹底と資産効率の向上
  グループ会社所在地の規制およびルール変更の動向把握と早期対応

5 食品の安全性に 
関するリスク

重大な安全･品質上の問題による
多額のコスト負担発生や顧客の信
用を失うリスク

  グローバル品質管理基準の導入や安全標準の策定
  急速なグローバル展開を技術サポートできる体制
  違反発生時の初動対応の手順化とグローバル支援体制の整備、保険活用による 
リスク低減

6-1
サプライチェーン
に関するリスク

主要原料（パーム、カカオ、大豆等）
を確保できなくなるリスクや、サプ
ライチェーンにおいて環境・人権問
題が発生するリスク

  サプライヤーや同業他社・NGOとの協調関係継続、自社プログラム推進による 
サプライソースの強化
  調達方針の制定によるサプライチェーン上での環境・人権リスクの予防・低減　

6-2
各国の規制、社会動向の変化によ
り既存原料や製法の使用が制限さ
れるリスク

  原料油脂の多様化によるリスク分散
  化学触媒や溶剤処理を用いない油脂・たん白加工技術の開発

7
災害・事故・ 
感染症に
関するリスク

自然災害、工場での事故、感染症
により操業・出荷停止、サプライ
チェーン分断や人的・物的被害等
が発生するリスク

  自然災害発生時に備えた、グループ間の相互補完体制を組み込んだBCPの策定
  危機発生時の対応マニュアルの整備、保険によるリスク移転
  全社単位での危険予知活動の定着化や事故リスクの高いグループ会社における 
安全管理活動のさらなる強化

  感染症の拡大に備えた、従業員の安全、事業活動の継続、サプライチェーン安定化
を組み込んだ感染症BCPの策定

8
情報システム・
セキュリティに
関するリスク

ITガバナンス・セキュリティの不全に
よる情報漏洩や損害発生リスク

  外部の専門家を起用した情報セキュリティ対策の強化
  情報管理意識向上のための教育・啓蒙活動の実施

9
人材の確保・ 
育成に関する 
リスク

グローバル経営体制を支える人材
や多様な価値観に対応したイノベー
ションを生み出す人材が不足するリ
スク、工場の稼働に必要な人員を
確保できないリスク

  グローバルな人材開発・活用プログラムの整備
  DE&Iの推進やシニア人材の活用
  各グループ会社の工場の人材確保のための環境整備

10-1

ビジネスの 
転換・ 
変革に関する 
リスク

市場環境の変化に応じたビジネス
の拡大や転換ができないリスク

  市場が求めるトレンドを的確に捉えた商品開発や事業戦略の推進体制構築
  将来の事業環境変化を想定した事業ポートフォリオの見直しや、生産拠点の全体 
最適化

10-2
市場のニーズに対応した新規事業、
競争力のある製品、技術の開発が
滞るリスク

  グローバル・ローカルのニーズに応じた製品開発が行える組織体制構築、限られた
人的資源を活かすための研究テーマの選択と集中

10-3
デジタル化の遅れによりグローバル
なデータ共有ができず適切な経営
判断を逸するリスク

  ERPパッケージ導入によるグローバル生産管理・在庫管理・生産依頼などの 
実用化

11-1

環境・人権に 
関するリスク

環境問題への対応不備･遅れにより
事業活動が制限を受けるリスク

  自社による環境数値目標（環境ビジョン2030）の策定と遵守
  TCFDの提言に基づくシナリオ分析による気候変動への対応と情報開示推進
  生物多様性への取り組み推進
  フードロス削減等の資源循環への取り組み推進

11-2 人権問題への対応不備･遅れにより
事業活動が制限を受けるリスク

  国連｢ビジネスと人権に関する指導原則｣に準拠した｢不二製油グループ人権方針｣
（2017年策定）に基づく人権尊重の推進
  人権デュー・ディリジェンスの実施、その結果に基づく課題解決の取り組み強化と
適切な情報開示

  当社グループ従業員を対象とした、人権問題に関するさまざまな社会課題に配慮
した「人権ガイドライン」の策定・推進 

12-1 事業展開国の 
カントリーリスク

政治・経済・社会的混乱による事業
活動の制限、一時的な業務停止、サ
プライチェーン分断リスク

  グループ本社による、事業ポートフォリオの見直し
  グループ会社におけるリスクマネジメントPDCA活動の推進

12-2 戦争・テロ・暴動・誘拐・ストライキ
等により従業員が死傷するリスク

  グループ会社所在地の情報収集、外部コンサルタント起用、従業員への海外安全
教育の強化

全社重要リスクの特定と対応

経営会議（全社リスクマネジメント機関） 

戦略上のリスク  
財務リスク 

全社重要リスクの見直し・選定

進捗報告

各リスク担当役員決定

リスク対応策の推進

リスクの低減

オペレーショナルリスク 

全社リスクを網羅的に把握 

全社重要リスク（12項目）を特定 

取締役会（モニタリング機関） 

統合・優先順位付け 

議論・優先順位付け 

ESG担当役員

ESGマテリアリティ 

注：社会課題が不二製油グループに与える影響度 

報告 対応方針の指示 

全社重要リスク 
分科会 
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不二製油グループのリスクマネジメント


