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 売上高（左軸）　  営業利益（右軸）

事業ポートフォリオマネジメント
新中期経営計画「Reborn 2024」においては、変化の激しい事業環境の中でも持続的に成長を続けるため、推進ツールとして
FUJI ROIC（ P33）を導入し事業管理を行いながら、ポートフォリオマネジメントを進めています。

1  成長性の高い事業への注力
主力の業務用チョコレート事業へ資源配分を行うとともに、成長性の高い市場における差別化製品群による次世代事業とし
て、挑戦領域への展開（ P74）に注力しています。

2  各事業における高付加価値品へのシフト
既存領域においても、より付加価値の高い製品群の比率を高め、各事業において高収益な製品ポートフォリオを構築していく
ことを全体方針としています。「Reborn 2024」においては事業軸を強化し、FUJI ROICを用いた管理を強化しています。

＜成長事業＞コンパウンドチョコレートの成長機会

不二製油グループは、自社のチョコレート用油脂技術に支えられた機能的で高品質なコンパウンドチョコレートに強みを有し、業務用
チョコレートの世界トップクラスのシェアを保有しています。今後、先進国における食のバラエティー化や、温暖な地域が多い新興国
におけるチョコレート製品の需要増加が見込まれる中、さまざまな食品と組み合わせることができ、かつ温度帯への適応が可能な
コンパウンドチョコレートの高成長が期待できます。そのため、当社はコンパウンドチョコレートを主力とした業務用チョコレート事業
に集中投資することで、利益率の向上と高い事業成長を期待できると考え、M&Aも含めて重点的な資源配分に取り組んでいます。

M&Aを積極展開

業務用チョコレート販売数量の推移とM&A
（千t）

次世代事業 成長事業

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

挑戦領域

植物性油脂事業
・技術・ビジネスの基盤
・サステナビリティの基盤

業務用チョコレート事業
・グローバル高シェア
・強みのある分野の高い成長性が見込まれる
・積極的な事業投資で成長し続ける

成長性
高

低 高
ROIC

事業戦略
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、事業エリア

ごとの執行を軸としながら、同時に4つの事業軸による事業管理と世界戦略を進め、

全体最適化を図るマネジメント体制を取っています。

　新中期経営計画では、事業軸による管理を強化するとともに、新たな価値を生む

事業を育てるために、4つの事業の枠を超えた「挑戦領域」の展開を進めます。

再構築事業
高付加価値化 成長投資

ROICにより管理し、 
資本効率の高い事業へ

基盤事業
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業務用チョコレート 世界第3位

A社

B 社

不二製油グループ

C 社

D 社

E社

注：当社調べ

ハラルド 
（ブラジル）

フジ グローバル 
チョコレート（M） 
（マレーシア）

インダストリアル  
フード サービシズ 

（豪州）

ブラマー 
（米国）

* 従来、大豆加工素材事業に含まれていた豆乳およびUSS豆乳製品を2021年度から乳化・発酵素材事業に変更したため、2020年度実績を遡及修正して表示しています。
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パーム・シアカーネル

カカオ

大豆

・各エリア

・各グループ会社

事業軸・エリア軸でのマネジメント
事業軸でのマネジメント  

グローバルな事業拡大に伴い、グローバルサプライチェーン
の構築やグローバルな顧客対応などの重要性が増していま
す。そのため、事業軸別に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、グローバル顧客対応、調達力の
強化といった戦略の立案・実行を強化しています。

「Reborn 2024」における事業軸の強化と実効性の向上  

近年は各エリアに施行と監督権限を任せ、事業部門はグループの横断的な戦略推進をサポートしてきました。一方、近年の不
確実性の高まり、事業環境の急速な変化を認識し、リスクマネジメントの強化、サプライチェーンの強化、サステナブル調達の
促進への対応強化のため、「Reborn 2024」においては事業軸を強化します。

エリア軸でのマネジメント  

世界各地域の文化・嗜好が根ざした食ビジネスの展開にお
いては、各地における顧客ニーズ・嗜好性・食環境の変化
への迅速な対応が事業展開の重要な視点と捉えています。
そのため、各エリアに統括会社を設置し、必要な権限をエリ
アに委譲することで、事業会社経営の効率化とスピードアッ
プを目指しています。

適正な価格政策

2022年度は、主要原料や燃料エネルギー価格の未曾有の変動により、全てのエリア・セグメントがコスト面において厳しい事業環境
にさらされています。
　当事業環境において、当社グループは適時的確な価格政策を実行し、安定的な運営に努めます。また、適切な対応を行うため、
製品および市場のマトリクス管理による市場環境と将来予測を含めた管理対応を強化し取り組んでいきます。
　また、前中期経営計画から基幹システムの統一を進めています。統合された情報を活用し、分析精度を向上させ、管理部門と戦
略部門の連携強化により収益性の向上に取り組んでいます。

事業軸主体のサステナブルな事業拡大の取り組み

各主原料のサステナブル調達やサステナブルな製品の創出について、事業軸を主体として運用する体制によりさらなる強化を進め
ています。
　各事業軸の主導により、Sustainable Development Team・ESG部門・サプライチェーンマネジメント（SCM）グループなど専
門チームが機能発揮を強め、各エリアやグループ個社が連携を深めることで、早期のリスク認識とさらなる対応スピードの向上を進
めています。

事業軸

伊藤忠商事グループとの共創
当社の大株主である伊藤忠商事グループとの共創により、事業管理の強化や新事業への取り組みを強化しています。

＜事業別の主な取り組み＞  

  植物性油脂事業：原料の調達強化、米国油脂事業拡大 Oilseedsとの協業 P67

  業務用チョコレート事業：原料の調達強化、M&AおよびPMIのサポート
  新事業拡大：主にプラントベースフード製品の拡大などにおける、流通機能などを含めた伊藤忠商事グループとの協業、 

出口戦略

＜その他 マネジメントスキルの向上に関する取り組み＞  

   相互人材交流などを通した財務経理、原料ポジション管理、グローバルマネジメント、グループガバナンス等に関するノウハ
ウの享受と人材育成

なお、同社グループとの取り組みにおいては少数株主の権利保護に関する方針に基づき運用しています。
 少数株主の権利保護に関する方針 P87

・NPO／事業パートナー

事業部門
FUJI ROICに基づき、
1   エリア施策のモニタリング
2   経営資源配分を実施し、事業ポートフォリオを
強化

各エリア
  利益責任を負う
  グループ本社の機能軸設計のKPI推進責任者を配置

事業部門
  事業部門責任者は、事業軸での利益責任を担い、エリアと協働する
  原料購買・SCM*1構築について事業部門が主導で対応
  製品と市場マトリクス管理強化を行うことで、各エリアの価格政策、販売政策に関与

マネジメントサイクル組織体制

2022年度以降の組織体制とマネジメントサイクル

協働
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2021年5月、専門家からなるSustainable Development Teamをサステナビリティ先進国のオランダに所在するフジ 
ヨーロッパ アフリカに設置し、ESG情報のハブ拠点として活動しています。サステナビリティに関する最新情報や法規
制の動向を把握し、将来のリスクと機会を特定して事業活動に取り込むことで、サステナビリティ企業としての存在感
を高めています。業界団体への加盟を通じてネットワークを構築し、リスクを新たな事業機会に変える試みや不二製油
グループの事業活動が社会に与える影響評価指標の導入も検討しています。

*1 SCM：サプライチェーン・マネジメント
*2 2022年度より欧米州エリア統括体制を再編。ブラマー、ハラルドは本社の直轄に変更

Sustainable 
Development Team

専門チームなど

ESG部門 SCM 
グループ

事業別 
FUJI ROIC

資本効率 
モニタリング

施策立案 
投資実行

経営資源配分日本 東南アジア欧米 *2 中国

1

2

3
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米国エリアの強化
北米第2工場の稼働
米国2つ目の生産・販売拠点であるフジオイル ニューオリンズは、2021年8月にプレ稼働を開
始し、2022年10月より本格稼働しました。米国南部の人口増による需要の獲得、低トランス
油脂による競争優位性の発揮に加え、自然災害の多い北米でのBCP体制を構築し、第1工場
であるフジ ベジタブル オイルと合わせ販売エリアを拡大し、シェア向上を目指します。

Oilseedsとの協業
2021年12月、当社グループはITOCHU International Inc.との合弁会社Fuji Oil International Inc.を設立し、Oilseeds 

International, Ltd.が2022年5月に当社グループの傘下に加わりました。これまで米国油脂事業では、パーム油やヤシ油を
原料とした食品メーカー向けのフライ油やチョコレート用油脂の販売が中心でしたが、Oilseedsが保有する米油や高オレイン
酸ヒマワリ油などの高付加価値油脂の製品群、およびフードサービス市場の顧客へと製品・市場ポートフォリオの拡充を果
たすことにより、景況や政策を背景に大きく変化する米国油脂市場における収益拡大を目指します。

サステナビリティ対応強化によるCBE事業強化
サステナブル原料供給体制の整備
顧客におけるサステナブルなパーム油需要は高まり続けており、求められる水準の原料油脂を安定供給するための自社サプ
ライチェーン構築の重要性が増しています。
　フジオイル アジアではベンチマークであるユニフジに加え、今後一層サプライヤーとの関係を強化し、サステナブルなチョ
コレート用油脂の拡充を進めていく予定です。

CBE原料の多様化による安定供給体制構築
CBEの安定供給と競争力向上のため、原料の多様化とサステナブルな調達を進め、さらに生産技術の進化にも取り組んで
いきます。原料の多様化では、フジ オイル ガーナでのシアバターの精製能力増強や、伊藤忠商事グループとの協業を含め、
主要原料の調達先の多様化や安定確保の強化を進めます。

不二製油グループの一員になれることは、非常に光栄です。米国市場では、世
界経済や政治的な影響によって油脂の供給が制限される一方で、スペシャリ
ティ油脂への需要は高まりを見せており、大きな転換期を迎えています。不二
製油グループの各社とともに、既存の顧客や新規顧客に対して新たな事業機会
を生み出していきます。

当社は、サプライチェーン全体における、より一層の説明責任遂行と透明性の
確保による持続可能な未来の創造を約束しています。2035年までに主要原材
料の100%をサステナブルとすることを目指しており、これはフジオイル アジア
のようなサプライヤーの協力があってこそ進めることができています。不二製
油グループは主要原材料のサプライヤーとして持続可能な食の未来を創造する

というビジョンのもと、100%トレーサブルで分別されたRSPO認証パームによるチョコレート用油脂を供給
しており、当社は2015年から使用しています。私たちは、地球と人々のより良い未来へ向けた共通の価値
観を軸に、今後もさらに強固なパートナーシップを築いていきたいと考えています。

Oilseeds International, Ltd.
President and Chief 
Executive Officer

Charlie Libby

The Arnott’s Group
Procurement &  
Logistics Director

Tom Vicars

事業環境
  原料価格高騰（短期的）
  植物性油脂のグリーンエネルギー活用拡大
  サステナブル原料の需要拡大
  健康意識の高まり、高付加価値化への 
シフト

  物流の混乱や物流費の高騰

認証された持続可能なパーム油販売数量
（万t）

20212017 2018 2019 2020

1,108976894
580

1,316

出典：RSPO ウェブサイト https://www.rspo.org/
* 認証規格については以下をご参照ください。
https://rspo.org/certification/supply-chains

 IP*　  SG*　  MB*　  B&C*　  その他

不二製油グループ 統合報告書 202266 67不二製油グループ 統合報告書 2022

事
業
戦
略

植物性油脂事業

中期経営計画期間における戦略の方向性

米国事業拡大とサプライチェーン強化による事業競争力の強化
足元では新型コロナウイルス感染症や未曾有の原料高などの逆風が続く中、安定した収益を創出するポートフォリオの構築が不可
欠です。米国市場での新たな成長を図るために、サステナブルなパーム油のサプライチェーン強化や原料の多様化、新規市場への
参入を進めます。これらの取り組みにより競争力を有する製品を強化し、事業全体の収益性向上と安定成長を目指します。

2021年度 実績
  原料、資材価格高騰に対応した価格改定
  新工場本格稼働に向けた各種認証取得
  チョコレート用油脂の堅調な需要の取り込み
  欧州市場回復に伴う拡販

2022年度 重点ポイント
  2021年度に引き続き、原料や資材価格高騰へ対応
  原料の安定供給に資するサプライチェーン構築
  北米新工場の稼働率向上に向けた取り組みの促進
  Oilseedsとのシナジー創出

植物性油脂事業は、当社のビジネス・技術の基盤です。北米での成長に加
え、原料油脂の調達・管理力や、サプライチェーンの透明性を高めることで、 
グループ全体の競争力を向上させます。
脱炭素社会を目指す世界において、さまざまな社会の要請や規制などに 

より事業環境は大きく変化しつつありますが、常に先進性と柔軟性を持ち、
人と地球にやさしい事業を展開します。

プレーヤーの動向・競争環境
  原料価格高騰への対応（短期的）
  人権や環境配慮姿勢の鮮明な打ち出し
  サステナブル原料調達に向けた協業加速
  健康訴求や植物性などでの競争激化

競争優位

  グローバルネットワーク
  東南アジアのグループ会社で製造したサステナブルな油脂原料を、世界各地に張り巡らせた
当社グループ製造拠点へタイムリーに供給

  チョコレート用油脂（CBE*）
  世界トップ3の一角を占めるシェアを保持。また、他社が単一製法であるのに対し、複数の
製法・原料で供給が可能であり、コスト面、安定供給面で強みを有する

 * 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

課題・弱み
  原料多様化の推進遅れとボラティリティの大きさ
  原料価格高騰の適切な売価への反映
  サステナブル原料の調達
  ターゲット市場の偏り

固有のリスク
  物流混乱による原料、資材調達への影響
  競合との価格競争と利益率低下
  サステナブル調達対応へのインフラ不足
  パーム原料における争議リスクの潜在

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

年間生産量

 約100万トン

主要原料
  パーム油
  パーム核油
  ヤシ油

  ひまわり油
  シア脂　

2022年4月 開所記念式典

執行役員
油脂事業部門長
兼 SCM 
グループリーダー

信達 等

チョコレート用油脂
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2027
（予測）

2019 2021 2023
（予測）

2025
（予測）

8,160
7,864

7,5677,5737,368

ブラジルでの拡販
収益性向上施策の加速
新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けたブラジル市場ですが、チョコレート市場は早
期に回復し、原料コスト、為替変動の影響はありながらも堅調な販売が続いています。2021

年度はハラルドが不二製油グループに参入後の過去最高の販売数量を記録しました。
　第1工場の生産余力が限定的となったことから隣接地に第2工場を建設し、2023年度上期
の稼働を予定しています。2工場体制により生産の最適化を促進し、砂糖不使用チョコレート
や、油脂の技術を活かしたチョコレートフィリングなど新商品の投入により、新規顧客の獲得
と製品ミックスの改善を図ることで収益性を向上させていきます。

グループ全体での製品差別化への注力
Better-For-You製品
市場では健康に貢献するBetter-For-You（BFY）製品への注目が高まっています。当社 

グループはBFY市場でグローバルNo.1メーカーとなることを目指し、低糖製品や栄養機能強
化製品など、差別化製品の充実をグループチョコレート拠点一体となって進めていきます。

低糖チョコレート
米国市場をはじめ、世界各国での健康意識の高まりから、砂糖不使用チョコレートやシュガーフ
リーチョコレートなどによる砂糖の摂取低減需要が拡大しています。米国市場ではブラマーが
業務用シュガーフリーチョコレートの供給をいち早く開始して高いシェアを有しており、レシピや
生産における知見を蓄積しています。ブラマーや日本の拠点を中心に、グローバルで製品開発
力の共有や生産拠点の合理化なども進め、グループ一体となった取り組みに注力しています。

サステナブル製品の拡大
欧米ではサステナブル製品への要求が強まっており、日本や東南アジアにおいても今後サステ
ナブル需要が高まっていくと想定しています。ブラマーが持つサステナブルプログラムの知見
を活用したサステナブルカカオの調達体制の確立を進めています。
 カカオのサステナブル調達 P47

　日本市場では、2022年度より自社プログラム「サステナブル・オリジン」を適用した製品の
販売を開始しました。社会の変容を受け、サステナビリティを考慮した需要は拡大しており、多くの顧客からのお問い合わせ
を受けています。

味に妥協しない低糖製品を提供することは、野心的な目標です。DouxMatokのIncredo® Sugar*1

とブラマーの素晴らしいチョコレート・マーケットにおける専門知識を組み合わせることができ、とて
も嬉しく思っています。ブラマーのDiscovery product line*2の展開により、製菓・製パン・乳製
品の分野でエキサイティングなイノベーションと製品の可能性がひろがります。不二製油グループと
のパートナーシップを拡大することを楽しみにしています。
*1 DouxMatokの開発した少ない量でも甘さの変わらない砂糖
*2  Incredo® Sugarが使用された新製品ラインのブランドとして、2022年5月に発表。チョコレート風味のチップスをはじめ、幅広い食品
分野での利用を想定したラインナップ展開を予定

事業環境
  アフターコロナの需要回復
  地政学的リスクによる市場の不安定化
  カカオ価格の相対的な安定推移
  健康志向、サステナブル製品の需要増加
  新興国の消費拡大（コンパウンド需要増）

世界のチョコレート菓子販売数量
（千t）

出典： Euromonitor International 2022：Chocolate 
Confectionery

SVP, Head of DouxMatok  
North America

Kelly Thompson
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事
業
戦
略

業務用チョコレート事業

中期経営計画期間における戦略の方向性

生産体制の改善・強化による収益向上と付加価値製品の展開
ブラマーでの生産性改善、ハラルドでの新工場稼働、各エリアでの生産能力の充足をそれぞれ進め、市場成長以上の伸長を実現し
ます。また、グローバルのチョコレート拠点間の連携を深め、グループの知見・ノウハウを活かした、健康に貢献するBetter-For-

You製品やサステナブル製品の展開に注力します。

2021年度 実績
  グループ全体で販売は数量回復。原料価格上昇、固定費の
増加が利益圧迫

  日本は、外食やコンビニ向けが伸長。土産物市場向けは苦戦
  ブラマーにおける人件費・輸送費の増加により、採算性低下
  ブラジルにおける販売数量が伸長およびインドネシアにおける
コロナからの回復遅れ

2022年度 重点ポイント
  需要に応じて販売数量の回復を継続
  原料高や固定費の増加影響の継続
  ブラマーにおける価格適正化の対応が進み、収益改善
  ブラジルにおける製品ミックスの改善および第2工場の建設

業務用チョコレート事業は、当社の戦略的事業と位置付けています。各国に
おける市場に寄り添った商品開発に加え、カカオ原料のサステナブル調達
の強化と、自社が持つ油脂加工技術を活用することでグループ全体の供給
力、商品力の強化を推進します。
当社グループは、人と地球の健康に寄り添ったチョコレートを安定的に供給
することで世界中の顧客に認知され、選ばれるチョコレート・コンパウンド
サプライヤーを目指します。

プレーヤーの動向・競争環境
  プレーヤーの合従連衡や川下展開
  需要の回復に応じた拡大戦略
  サステナブル製品の供給拡大や業界連携
  生産設備強化と人員獲得
  デジタル化への対応

競争優位

  グループ内の事業シナジー
  チョコレート用油脂による機能性の付与など、グループ内の他の事業・技術・素材との組み
合わせによる製品開発力と付加価値の向上による差別化

  顧客との関係性とサービス対応
  市場に密着した製品開発とアプリケーション提案、および生産加工技術や生産管理などの 
ノウハウをグループで活用することで高めた顧客対応力による顧客の信頼の獲得

課題・弱み
  ブラマーの生産性向上の遅れ
  製品コモディティ化への対抗
  サステナブルカカオの市場への浸透
  グローバル市場での認知度向上
  グループ連携メリットの発現

固有のリスク
  カカオ、チョコレート用油脂の価格変動リスクと調達リスク
  物流混乱や人件費、輸送費、エネルギーコストのさらなる上昇
  カカオのサステナビリティに関する産地国や輸入国での政策
導入の動き

フィリング新製品

建設中の第2工場

Better-For-You製品

Incredo® Sugar技術により 
糖質削減した「Discovery」製品群

「サステナブル・オリジン」を適用した
CACAO QUALY

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

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

主要原料
  カカオ原料
   砂糖
  チョコレート用油脂

各生産工程における品質管理のノウハウを 
蓄積
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テーマ 主な施策

1．設備投資と人員採用 地域最適の生産・エンジニア等の採用強化
ブラマーの工場は米国とカナダに4拠点配置しており、それぞれの立地によって需要動向が異なりま
す。各工場によって地域最適の製品構成検討、また、地域の賃金水準に見合った採用を強化します。

老朽化・ボトルネック解消設備投資の促進 

生産性の低下や、生産キャパシティのボトルネックとなるような設備について設備投資を促進し、生産
性を引き上げます。
（3ヵ年で100億円を計画）

2． 品質・生産性・ 
労働安全の向上

グループ本社からの支援強化と管理手法の浸透
生産工程管理や生産計画の手法強化や予防保全、労働安全確保等の行動慣習の浸透などに関するグ
ループ本社からの支援をさらに強化し、品質の向上、生産性の向上、労働災害の減少、廃棄ロスの削
減などを実現します。

3．収益性向上 原価管理を強化、2022年度に大幅価格改定実行
不二製油グループ全体の基準に沿った原価管理の徹底を進め、適正な価格改定を実行します。

高付加価値製品へのポートフォリオ強化 

これまでの事業構成および製品ポートフォリオを見直し、Better-For-You製品など、より収益性の 
高い製品群の強化を進めます。

ブラマーの収益性向上
不二製油グループは2015年にブラジル最大手のハラルドを取得後、M&Aを積極的に推進してきました。2019年に米国大手
のブラマーを傘下に加えることでバリューチェーンを上流に拡大し、世界におけるプレゼンスを大きく向上させ、世界第3位の
業務用チョコレートメーカーとなりました。

2022年度からの取り組み
経営管理体制の刷新と、改善サイクルの好循環化
経営管理体制の変更
COO職を設置し、全社オペレーション管理の強化 （販売・生産・開発
の一元管理）を進めます。COO職のもと4工場を事業部制とし、 工場
ごとに裁量権を与え集中管理することで、以下の施策のサイクルを確
実に回していきます。

シカゴのダウンタウンにあるR&Dアプリケーションラボは、研究開発能力の拡大に加え、
ビジネスをサポートするための新しい改善策が数多くあります。オープン以来、20社以
上のお客様と関わり、15件以上の新しいコンセプトやプロトタイプの開発、トラブル
シューティングを行い、また、お客様向けのイベントを複数回開催しています。お客様
は、私たちがこの領域で行っていることに興味を持たれ、刺激的に感じられています。
今後の挑戦の中で、この創造的なソリューションの考え方をよりお見せするつもりです。

ブラマー 
VP, R&D and QA

Melissa  
Tisoncik

中期経営計画期間における重点ポイント
ブラマーは生産性の向上が課題であると認識していますが、その改善には老朽化設備の更新や
生産のボトルネック解消のための投資など、継続した設備投資が必要です。しかし、取得直後の
好景気、新型コロナウイルス感染症の拡大による米国労働市場の変化の影響を受けた人員採用
難、それに起因する設備投資遅れなどさまざまな要因が絡み合い、円滑な改善施策のサイクル
遂行に課題がありました。そのため、2022年度から経営管理体制を刷新し、COOを新たに新設
しました（ P71）。新中期経営計画においては収益性を回復させ、成長への道筋をつけていくことを大きな目標としています。
　また、Better-For-You製品（ P69）の比率向上を目指し、2021年度に開設した新たなアプリケーションラボの活用や、
グループでの技術シナジーの発揮を通して、より付加価値の高い新製品開発と顧客対応の強化を進めていきます。

新アプリケーションラボの開設
2022年1月に、ブラマーのチョコレートの技術と不二製油グループの持つ油脂技術の両者開発シ
ナジーを活かした新しい協力体制の推進、およびブラマーの研究開発ビジョンを実現する場とし
て、シカゴ市内に新しいアプリケーションラボを開設しました。
　アプリケーションラボには、チョコレート専用と焼成・揚げ菓子など製菓・製パン向け高温 

アプリケーション用途の2つのキッチンがあります。チョコレート用のキッチンは広い部屋に隣接しており、顧客をお迎えしての
研修やアイデア検討、デモンストレーションに最適です。湿度管理の整った設備が充実しており、製菓等の試作も可能です。
　アプリケーションラボを通じて積極的な提案を行い、顧客とのコラボレーションにより、ご満足いただける新製品・新しい
開発サポートを提供していきます。

グ
ル
ー
プ

会社
COO

の声

ブラマー 
Chief Operating Officer

David Meggs

私は、食品業界でエンジニアリングや研究開発をはじめとするビジネスの前線に従事し、リーダー
シップ的な役割を担ってきました。現在はブラマーで勤務して5年が経ちます。COOに就任してから
の主な課題は、過去40年において目にしたことのないインフレ水準と、労働力や設備に起因する 

オペレーション上の継続的な課題解決に取り組んでいます。オペレーション上の課題については、 

北米のフジ ベジタブル オイルからの支援も受けて立て直しを図っています。また、予防保全の実行
推進や、ダウンタイムの原因をより適切に把握して根本原因を特定し是正措置を講じるなど、複数
の施策を主導しています。
　私は、ブラマーの成長に非常に期待しており、これからが本番だと考えています。そして、中期経
営計画の残り期間とその先も持続的に改善できるような体制を整えています。

1工場ごとに
集中管理

廃棄ロス削減

生産性向上収益性向上

設備投資
人員採用

一次産業

カカオ豆

カカオ豆加工
バリューチェーンの拡大 

業務用生産
コア領域 

消費財
サステナブル 
カカオプログラム 

焙煎・摩砕
圧搾・粉砕 

チョコレート用油脂 

コンパウンドチョコレート 

ピュアチョコレート
ココアバター

ココアパウダー 
カカオマス 
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業務用チョコレート事業

チョコレートキッチン

・カカオ豆加工・原材料チョコレート 北米No.1 
・  北米を中心にMNC（マルチナショナル 
カンパニー）との顧客網を保有 

・カカオのサステナブル調達の先駆者

創立 1939年 
従業員 約950人 

・業務用チョコレート生産量 世界第3位 
・コンパウンドチョコレートに強み 

砂糖・乳・油脂分と調合 

さまざまな 
チョコレート食品 

2021年度 
実績

2024年度 
計画

EBITDAは
1.7倍を計画

カカオ 
製品

チョコレート 
製品
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中国市場の成長戦略の推進

強い成長が見込まれる中国パン市場での拡販継続のため、
2023年度上期稼働を目指しクリームの新工場建設を進めて
います。また、中国全土への積
極的な拡販や次なるヒット商品
の育成を狙ったウェブを活用し
たマーケティング活動（ P82）
に注力しています。

大豆たん白素材の高付加価値化と新市場開拓

伸長するプロテイン市場向けに風味や機能を改善した新製品を
投入し、新たな価値づくりと市場活性化を目指します。また、大
豆加工素材を配合した新製剤で
チルド餃子の皮などの食感を維
持することにより、賞味期限の延
長を通じて食品ロス低減への貢
献を図るなど、新たな用途開発
にも注力しています。

事業採算の管理と価格政策の強化

2021年度は急激な原材料価格の上昇により、収益の低下を
招きましたが、グループ本社と協働した事業軸管理体制を強
化します。製品と市場のマトリクス管理によって事業の採算管
理、価格政策の強化、製品ポートフォリオの整理を進め、収益
改善を進めていきます。

多糖類ビジネスのエリア拡大

水溶性えんどう多糖類の生産販売拠点として、フジ ブラン
デンブルクが2022年度より生産を開始します。欧米で今後拡
販が期待される酸性乳飲料向
けをはじめとして、新たな用途
開発と市場開拓を目指して拡販
を進めます。

事業環境
  テイクアウト、デリバリー拡大
  中国市場のパンメニュー多種化
  トランス脂肪酸低減規制（アジア・中国）

事業環境
  PBF市場・大豆ミート市場の拡大
  プロテイン市場の世界的伸長
  健康需要の継続的な増加

中国パン市場 販売金額
（億元）

世界の肉および海産物代替品の販売金額
（100万米ドル）

出典： Euromonitor International 2022：Sales of Bread in China 出典： Euromonitor International 2022：Processed Meat, 
Seafood and Alternatives to Meat
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乳化・発酵素材事業 大豆加工素材事業

中期経営計画期間における戦略の方向性

原料高に対応し、高付加価値製品の拡販を進める
足元の原料･資源相場高騰に対応し、全事業エリアで販売価格の適正化を進め、収益性の改善を図ります。一方で成長戦略として、
日本ではPBF製品を拡充・拡販し、2030年に向け挑戦領域の事業育成を進めます。また、中国では成長するパン市場へのフィ
リング製品拡販、クリーム製造ラインの設備化と拡販を推進します。

中期経営計画期間における戦略の方向性

高付加価値製品群の展開強化を進め、他社にないポートフォリオを構築
大豆加工素材事業で高付加価値化のポートフォリオを進めることで、他社との差別化を進め、収益性の向上を果していきます。日
本においては、販売価格の適正化や高付加価値用途への拡販、また欧州においては、新工場の稼働が始まることから、早期の黒
字化を果たすように、酸性乳飲料に加え、新市場への開拓を進めていきます。

2021年度 実績
  新型コロナウイルス感染症の影響からの需要回復
  コンビニや洋菓子向けクリームの販売堅調
  原料価格上昇に応じた価格対応の実施
  フィリングライン増設（中国）

2022年度 重点ポイント
  原料価格上昇に応じた適正価格での販売
  PBF製品の開発・拡販
  ヒット商品提案による素材拡販（中国）

 挑戦領域への展開 P74

2021年度 実績
  原料価格上昇が進み、収益低下
  新工場の寄与による大豆たん白の販売増加（日本）
  日本向け減少も、中国向け機能剤堅調（中国）
  水溶性えんどう多糖類のテスト販売実施（欧州）

2022年度 重点ポイント
  原料価格高騰に対応した販売価格の適正化
  高付加価値製品の拡販と挑戦領域での市場開拓（日本）
  中国現地向けの機能剤の拡販と生産効率化によるコスト低減（中国）
  新工場稼働に伴う費用先行（欧州）

 挑戦領域への展開 P74

プレーヤーの動向・競争環境
  原料相場に伴う価格競争・シェア競争
  競合各社がプラントベースフード（PBF） 
市場に参入（日本）

  類似製品開発スピードが加速（中国）

プレーヤーの動向・競争環境
  原料メジャーや中国メーカーとの競争
  価格競争の長期化
  PBFへの投資活発
  植物肉製品でスタートアップ台頭、企業再
編の進行

競争優位

  オリジナリティのある製品ラインナップ
  油脂の技術や独自のコンセプトにより機能性が付与されたクリーム・マーガリン・フィリン
グ等の製菓・製パン用素材をラインナップすることで、他社の追随を抑制

  独自の植物性素材を保有
  早くから植物性チーズ様素材などを手がけ、油脂や大豆の技術の融合による、かつおいしさ
にこだわった、植物性クリーム、豆乳バター、植物性チーズなどの植物性素材を保有

競争優位

  技術蓄積と融合による競争力を保有
  大豆に関する長年の知見と技術を有し、特異な事業ポートフォリオにおける油脂や乳
化・発酵技術との融合による、新たな食品素材の創出力と強い競争力を保有

  幅広い顧客基盤を構築
  他のセグメントと合わせた幅広い製品群の展開により、食品業界の多くの市場に、幅広
い顧客基盤と信頼を構築しノウハウを蓄積。特定用途や市場に限らない提案が可能。

課題・弱み
  乳原料のコスト競争力
  原料、資材価格高騰の売価への反映遅れ
  特定業界や顧客への偏重・依存
  PBF製品の収益化の遅れ

固有のリスク
  乳原料等の原材料価格の高騰
  物流の混乱・遮断
  製品の陳腐化と競合品の台頭
  新商品の開発・収益化スピード

課題・弱み
  競争性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
  コモディティ製品の価格競争力
  高付加価値製品の収益化の遅れ

固有のリスク
  PBF市場における競争激化
  原料のサステナブル調達
  大豆の環境負荷への注目

シェア（当社推定）
  フィリング：

 中国 第1位
年間生産量

 約25万トン

主要原料
  植物性油脂
  乳原料
   砂糖
  ココア

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

主要原料
  大豆

採用品イメージ フジ ブランデンブルク

油脂の技術との融合により、
肉のような繊維感や噛み応
えと口どけの両立を実現した
「プライムソイミート」プラントベースバター 「ソイレブール」



挑戦領域

既存領域（高付加価値）

既存領域（コモディティ）

20302022

営
業
利
益
額
イ
メ
ー
ジ

社会情勢が大きく変化する中、高収益・高成長が見込める事業ポートフォリオの構築が必要です。

当社が目指すべき「挑戦領域」として、サステナブルな食の未来への貢献を果たし、新しい価値を生み出すことで高収益・ 

高成長を果たせる次世代事業の展開に注力します。すなわち、植物性だけで「驚きのおいしさ」を実現する差別化された象徴

的な製品群領域の拡大により、消費者の食の選択肢をひろげていく狙いです。

　また、挑戦領域では新たな技術・販売方法などアプローチの変革にも挑戦します。それにより、既存製品群の付加価値向上をも

促進し、高収益な事業ポートフォリオの実現を目指します。

食の選択肢をひろげる「おいしさ」

挑戦領域の拡大（技術・製品開発）

食の選択肢をひろげ新たな食のスタンダードへ

誰もが心から 
食を楽しめる世界

多様性と持続可能な 
食の実現

挑戦のポイント

・新たな技術
・新たな販売方法

・全社活動と新市場開拓
・情報発信

2030年 挑戦領域

 売上高 1,000億円
 営業利益 100億円以上

・社会課題解決型
・新規性
・わかりやすさ
・人と地球の健康
・驚きのおいしさ

健康意識

フラッグ 
シップ

地域的属性に 
基づく多様性

サステナブル 
な原料

環境・人権に 
配慮した 
事業活動

不二製油グループ 
ならではの 
おいしさの技術

キラープロダクトが 
入れ替わりながら 
成長を牽引

植物性で
「驚きのおいしさ」

宗教的属性

サステナブル

動物愛護

動物性の食品 植物性の食品

驚きのおいしさ
食感と口どけ、噛み応え

満足感

象徴的な製品群の成長による拡大
  「GOODNOON」アクションで事業サイクル 
 スピードを早め、成長を牽引
  象徴的な「GOODNOON」製品群の集積に 
より、新たな事業の柱に

高付加価値既存領域の拡大
既存製品群の付加価値向上による成長
  挑戦領域の技術・製品などの応用による収益性向上
  全社ブランド活動などを通じ、挑戦する風土の強化と事業 
サイクルスピードの向上

既存領域の低付加価値製品群
  事業管理強化によるポートフォリオの入れ替え
  高付加価値製品へのシフト

収益性向上 

の好循環

2030年挑戦領域イメージ

不二製油グループの「おいしくてわかりやす
い」植物性食品は、人と地球の健康を考え、
選択肢を増やし、新たな時代の食のスタン
ダードとして、誰もが心から食事を楽しめる
世界をつくります。

GOODNOON 
製品群

幅広い技術の融合 MIRACORE®
「MIRACORE®」は、植物性の
素材だけで動物性食品が持 
つ特有のボディー感や複雑な 
旨みを表現できる技術プラット
フォーム。

USS製法
大豆を豆乳クリームと低脂肪
豆乳の2つに分ける世界初の
特許技術。

食感と口どけ、噛み応え

満足感

プライムテクスチャー製法
蓄積された大豆と油脂の加工
技術を応用し、大豆のおいし
さを活かしつつ、「肉のような
繊維感や噛み応え」と「口ど
け」の両立を実現した大豆
ミートの新製法。

植物性の脂質と
タンパク質

動物性の脂質と
タンパク質
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挑戦領域への展開

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ことを掲げた新中期経営
計画「Reborn 2024」では、これまでにない新たな挑戦に取り組みます。「生まれ変
わる」ためには従業員一人ひとりが相応の覚悟を持って取り組むことが必要です。
そのため、フラッグシップ「GOODNOON」を掲げ、トップダウンでの全社活動をス
タートしました。植物性素材で実現する「驚きのおいしさ」によって、挑戦領域を植
物性油脂・業務用チョコレートに次ぐ第3の事業の柱として成長させていきます。

執行役員
PBF事業部門長

鈴木 清仁

M E S S A G E

乳原料不使用チョコレート

プラントベースバター

プラントベース 
Dashi

プライムソイミート

プラントベースチーズ



パ
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の声

パ
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日本における新たな事業サイクルの確立
新中期経営計画「Reborn 2024」では、日本での取り組み強化からスタートし、新たな事業サイクルの確立と、それによる 

利益率の高い事業を育てるスキームを構築します。

顧客との共創による市場創造
当社は日本国内において、大豆たん白素材の過半のシェアを保有し、早期からPBF市場へのアプロ―チを進めてきま
した。その中で、多くの顧客との共創により、日本市場での新たな植物性食品の創出に寄与し、市場創造を牽引して
きました。昨今では、顧客独自のプラントベースブランドなどが数多く生まれており、当社グループの差別化された
植物性素材で貢献しています。

プラントベースフード戦略説明会の実施
2022年7月、ホテルニューオータニでプラントベースフード戦略説明会を実施
しました。不二製油（株）社長の大森による戦略説明のほか、（株）cotta 

黒須社長、（株）ニュー・オータニ中島常務取締役総料理長によるプレゼン
テーションでは、消費者の植物性食品需要の高まりの実感についてお話しい
ただきました。試食会では、ニュー・オータニのシェフによる完全植物性の 

和洋中の料理とデザート10品によってご来場者の方々に「驚きのおいしさ」
を体感していただきました。

一般社団法人Plant Based Lifestyle Lab（P-LAB）
プラントベースフード（PBF）を取り入れたライフスタイルの普及・啓発と、PBF活用による持続可能な社会の実現を目指し、
分野横断的に集まった賛同企業15社で2021年3月にPlant Based Lifestyle Lab（P-LAB）を設立し、同年10月に一般社
団法人化し本格的な活動を開始しました。（代表理事：（株）パソナグループ、理事：カゴメ（株）、不二製油グループ本社
（株）、監事：敷島製パン（株））。現在計44社（2022年8月時点）が加盟し、動物性食品を否定せずに「普段の生活にPBF

を取り入れることが当たり前になるような社会」を目標に、PBFの普及拡大や市場形成に貢献することを活動方針として取
り組みを進めています。
　食品メーカーや外食、コミュニティウェブサイト運営企業、商社のほか、農林水産省や消費者庁などの関係省庁、アカデミ
ア等といった産官学民連携による多様な取り組みを推進します。

GOODNOONアクション

  消費者視点で双方向のコミュニケー
ション
  ホテル、外食、中食の顧客との共創
  ECサイトでの販売
  実証実験による開発のスピードアップ
  植物性でも驚きのおいしさを生み出
し、プラントベースフード市場を創造

 エリア戦略 日本 P80 

消費者視点でニーズを 
先取りした製品開発

活動内容
情報基盤づくり

消費者・業界関係者に向けた 
情報発信や実態調査など

普及啓発イベントの実施
PBFイベントやセミナー・食育 

などを実施

市場の創造

オープンイノベーション推進
産学連携や海外を含めた団体 
などと交流ネットワークを構築

基準認証事業
PBFならびにPlant Based 
Lifestyleの価値の認知向上

SNS等を通じ、消費者の興味関心が近年の“映え”のブームから、食の健康や
安心、あるいは環境にやさしい食といった本質的ニーズへ立ち戻り、プラント
ベースフードのブームについても定着の手応えを強く感じています。不二製油
の商品力を、cottaの情報発信力によってより多くの消費者の方の手に取って
いただけるよう取り組んでいきます。

不二製油とニュー・オータニは、サステナブルな食の創造を目指す点で共感し、
その実現に向けて取り組みを開始しました。食の多様性を日頃から実感する中
で、不二製油の素材や技術力をもとに数多くのメニュー開発を進めています。
地球環境の変化や食糧危機など、さまざまな社会課題の解決に貢献すること
が使命であると感じています。

株式会社cotta
代表取締役社長

黒須 綾希子

株式会社ニュー・オータニ
常務取締役 総料理長

中島 眞介

海外展開への布石  

「GOODNOON」アクションは日本から注力を開始しますが、次のフェーズにおいては海外でも大きく事業を拡大していくた
めに、種々の布石を打っています。

・ベンチャーキャピタル投資
UNOVIS NCAP 二号ファンド*に出資しています。幅広い代替タンパク事業領域への参画を進
めるとともに、当社グループが持つ油脂・たん白の加工技術を活かし、既存のグローバル事業
とのシナジーを追求します。
*  世界のフードテック特化型ファンドの運営会社として草分け的存在である、UNOVIS Asset Management B.V.が組成・運用するフードテック特化型の大手ファンド

・オープンイノベーション
欧州R&D拠点のGICE、2022年度より新たに始動した東南アジアの代替タンパクR&D拠点としてのAlternative Protein 

Innovation Center Asia （APICA）などを中心に、グループのR&Dが連携して研究開発を進めています。また、スタートアップ
企業などとの協業の取り組みを深めており、市場のゲームチェンジャーとなり得る先端技術の創出に注力しています。
 関連：R&D P38 　エリア戦略 P80

市場拡大

消費者

実証検証

情報発信

手軽に 
“買える”を 

実現

商品力×発信力で、消費者のニーズに応えていきます

サステナブルな食の創造をともに目指す
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挑戦領域への展開

株式会社 
力の源ホールディングス
一風堂「プラント赤丸」

完全植物性の和洋中のメニュー

不二製油（株）社長 大森による戦略説明 数多くの報道陣による取材の様子試食会場風景

株式会社日本アクセス
「謎唐」（一般社団法人日本唐揚協会
監修）

購入

ニーズ

情報

ニーズ

ニーズ

体験

ニーズ

購入

カルビー株式会社
「Plant Based Calbee」シリーズ
Planty Plantie

カゴメ株式会社
「プラントベース」シリーズ
「大豆ミートのキーマカレー」ほか



鈴木

従来、不二製油グループは「分ける」や「再調整」などの要
素を追求し、差別化された素材を生み出してきました。機
能や物性を重視した商品開発アプローチです。一方で、「お
いしさ」は、素材の追求だけでは完成されません。無限の
素材と素材の組み合わせからイノベーティブな「おいしさ」
が生み出され、そこに感動と共感が生まれます。不二製油
グループは、おいしさの原点に立ち返り、植物性素材を組
み合わせることで、新たなおいしさを創り出し、食の未来に
貢献したいと考えています。世界各国には、それぞれ異な
る食文化があります。おいしさも人それぞれです。植物性
素材で、より多くの人々が分け隔てなく食を選択できる未
来、そして共感の輪をひろげることができる世界を不二製
油グループの製品で実現したいと考えています。

上野

そうやって生み出されたおいしさをひろげていくためには
やはり、挑戦領域で示されている「新たな事業サイクルを確
立し、利益率の高い事業を育てる」ということが重要です
ね。キラープロダクトを市場に投入することで、新たな市場
の構築を進めていくとのことですが、どのように進められる
のでしょうか。

鈴木

まず、重要なのが社内の意識改革です。これまで不二製油はB 

to Bの会社で、黒子の意識が強い会社でした。しかし果たして
それでいいのか？ 事業環境が激変し、先が読めない不確実な
時代で何が売れるのかもわからない中で、従来と同じ方法でい
いのだろうかと思いました。B to Bであっても消費者の方々が
何を考えて、何を求めているのかをちゃんと理解する。そして、
解決すべき課題を明確にして事業や商品化のサイクルを早く回
すことが重要になります。そのためには、やはり自分たちが変
わっていかなければいけない。今回「GOODNOON」を、不二
製油グループの2030年ビジョン達成のためのフラッグシップと
して、打ち出しました。トップが強力に牽引し、従業員も「よし
やろう！」となるような動きにつなげていきたいと思います。

上野

「Reborn 2024」で生まれ変わると宣言しましたが、それ
は正にこのことだと感じます。ぜひ進めていただきたいと
思います。挑戦領域での具体的な戦略としては、新製法の
大豆ミートなどの「キラープロダクト」について、ホテルや
キッチンカーでの実証検証や、ECサイトの展開、SNSや広
報活動での認知度の向上により、マス市場での拡大を目指
しておられます。しかし、これまで不二製油グループはECサ
イト運営やSNSマーケティング分野のノウハウが薄く、戦術
部分のひ弱さが気がかりですが、どのように高い利益率を
実現していくのでしょうか。

鈴木

当社グループはこれまで、B to Bのビジネスを通じて多様な 

業種の顧客企業と強固な関係を築いており、またP-LAB 

（ P76）を通じても、植物性食品の普及活動を進めています。
こうした多くのつながりや共創が、新たな事業サイクルを確立
する上でも大きな強みになると考えています。ECサイト運営や
SNSマーケティングについては、経験もノウハウも乏しく、自社
だけでは難しいことから、ECサイト運営においてはcotta様や、
SNSマーケティングにおいてはグリーライフスタイル様の協力
を得て進めています。この2社のお力も借りれば、必ず不二製
油グループにとって強い武器になっていくと信じています。

上野

自社にない部分を他社との協業で補い新たな事業サイクルを
構築できるかは、この戦略の成否を決めるポイントになるでしょ
う。クオリティを上げながら事業のスピードアップをしていかな
ければならず、困難が多く待ち受けていますが、不二製油グ
ループの将来のためには、やり抜かなければなりませんね。ま
た、「植物性食品需要創造」を掲げる以上、イノベーション創出
だけではなく、トレンド自体を自らが生み出せるような仕掛け
をしていかなければなりません。新中期経営計画では2030年
までの成長イメージを3つのフェーズに分けていますが、挑戦
領域においてはどのようなステップを描いているのでしょうか。

鈴木

最初の3年は、どの製品をどのマーケットに販売していくかす
でにイメージができています。次の3年では、いまある技術の芽、
いくつか本当に楽しみな芽があるのですが、これをどのように
育てていくかが非常に重要だと感じています。それらが育っ
ていくことで2030年ビジョンも達成できると考えています。
　これから不二製油グループがチャレンジするのは新しい
マーケットで、先行者利益を得るためにも常に先頭を走り
続ける必要があります。これまで大豆事業を60年以上にわ
たって積み上げてきたものがあるからといってあぐらをか
いていたら、あっという間に取り残されてしまいます。先頭
を走り続けるためには、常に革新を続けていくことが重要
です。この取り組みはまだ始まったばかりですが、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、新中期経
営計画で掲げた挑戦領域の拡大に取り組んでいきます。

上野

先行きが不透明で予測困難ないまだからこそ、大切なのは鈴木
さんもいわれたように、変わり続けること、“Continue to be 

reborn”です。ビジョンを掲げた2030年に向けて、常にそして何
度でも生まれ変わり続け、先頭を走り続ける会社であってほしい
と思います。今後も不二製油グループのポテンシャルと、サステ
ナブルな社会に貢献するイノベーションの創出に期待しています。

上野

今回、植物性素材のみで作られた料理を試食しましたが、
以前と比較しておいしさをここまで再現できていることに
大変驚いています。例えば、ビーフシチューはソースだけで
なく大きなお肉も、植物性とは思えないくらいとても満足
感がありました。植物性素材だけで作られた料理も、説明
がなければ動物性食品と勘違いしてしまうレベルまで不二
製油の技術が発展してきていると実感しました。

鈴木

まさにその「植物性なのに満足感」を高める技術が私たち
の新たなアプローチのポイントです。多くの消費者が、植物
性食品は動物性食品に比べ「満足感」が足りないと感じて
います。この差に関して、細胞の成分を俯瞰して見てみる
と、動物性は主に水と油脂とタンパク質で構成されている
のに対し、植物性は水と炭水化物で構成されており、動物
性食品が持つ「油脂」「タンパク質」を植物性食品で再現す
ることができれば、「満足感」が得られる、おいしい植物性
食品ができるのではないかと考えました。MIRACORE®、プ
ライムテクスチャー製法、USS製法などの不二製油の技術
開発の組み合わせにより、さまざまなメニューを動物性食
品と遜色のないレベルまで再現することが可能になってい

ます。例えば、欧米では丸鶏や牛骨を煮込むことで、日本
ではだしを取ることで、動物性食品から味の深みが生まれ
満足感を作り上げていますが、私たちは、その満足感を植
物性食品で実現できています。また、お褒めいただいたお
肉の食感も、油脂と大豆たん白の技術を活かして、肉の繊
維感やジューシーさ、口どけを再現しています。今後、多様
なメニューを植物性でひろげていくことで、今後の不二製
油グループの強みになっていくと考えています。

上野

新中期経営計画の挑戦領域では、「象徴的な製品の創出と
活動の牽引」を掲げ、全社プロジェクトとしてブランディン
グを推進していますが、単に高い技術力をアピールするの
ではなく、「その技術が作るおいしさは何か？」というとこ
ろにもっと踏み込んで伝えることで、消費者との距離が縮
まり、ブランド力の向上にもつながるのではないでしょうか。
それは同時に、投資家にも不二製油グループの目指す戦略
が伝わりやすくなるということだと思います。グローバル市
場で事業を展開するには、各国の多様な食文化に合わせた
おいしさ・商品づくりが求められますが、それができる技術
を有していることを訴求していく必要があります。

1989年に当社入社。事業開発部門 大豆・機能性素材
グループリーダーなどを務め、植物性食品素材に関する
深い知見を有する。2019年4月より現職。

2018年6月より当社社外取締役を務める。長年にわたり
マーケティングコンサルタントとして多くの企業や地方 
行政機関等のコンサルティングを手がけている。

社外取締役 独立役員

上野 祐子
執行役員 PBF事業部門長

鈴木 清仁

不二製油グループは、新中期経営計画（2022～2024年度）「Rebo r n  2 0 24」において、

「挑戦領域」を設定し、植物性食品のさらなる進化に取り組んでいます。

　今回は、PBF事業部門長の鈴木清仁と、社外取締役の上野祐子氏による対談を実施しました。

特別対談
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サステナブルな食の未来に向けた 
不二製油グループの挑戦



 日本   

 欧州   

 米州   
米州のエリア体制について
2022年度より、米州における植物性油脂事業をエリア統括会社の傘下とし、業務用チョコレート事業のブラマー（アメリカ）と
ハラルド（ブラジル）をグループ本社直轄体制に変更しました。
 業務用チョコレート事業 P68
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エリア戦略

不確実性が高まる社会・事業環境のもと新しい価値を生み出す
日本エリアは、昨今の世界情勢の変化を受けた未曽有の原料価格高騰や、円安為替という事業環境に
置かれています。そのような中、2022年度に最も注力すべき課題は、徹底的なコストダウンの実行と
事業継続のための適正な価格改定です。
　一方で、新たな価値提供の取り組みも継続します。健康寿命の改善に寄与する製品や、地球環境へ
の関心の高まりにより需要拡大が見込まれる植物性素材の開発にさらに注力し、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」を実現するためのフラッ
グシップとして「GOODNOON」を掲げ、事業活動を日本エリアから展開します。
　各部門が連携・協力してデジタル化の推進などに取り組むことで事業プロセスのスピードを向上さ
せ、激しい社会変容のスピードに対応できる経営基盤の強化を図っていきます。さらに、厳しい環境
下ではありますが、従業員が安心感を持って活き活きと働ける職場環境の実現も目指していきます。

エリア一体運営による新たな北米戦略の始動
北米油脂事業はアメリカ国内のインフレ・物流混乱・低失業率、再生エネルギーによる北米油脂業
界の構造変化、そして史上最高値圏の原料相場という、過去に経験したことがないような事業環境
の変化に適応しながら、Oilseeds、フジ ベジタブル オイル、フジオイル ニューオリンズの3拠点のビ
ジネスの融合と最適化、そしてブラマーとの協働を通じ、不二製油グループの北米戦略を新たに構
築することが求められています。著しく変化する外部環境を踏まえ、エリア内の各社には従来の成
功体験に頼らず、大胆に絵を描きつつ、計画は緻密に実行していくよう呼びかけています。
　より効率の良い現場や物流運営の模索、ロシアのウクライナ侵攻により大きく影響を受ける再
生エネルギー業界動向の把握、北米油脂事業としての一体運営やブラマーとの共同取り組みに
よる新たな市場・製品ポートフォリオの追求を通じ、先行きが極めて不透明な市場に安定的に
高品質の製品を届けることを目指します。

サステナブルへの積極的な取り組みを通じて、新しい価値を創出する
食やサステナビリティの発信地である欧州では、欧州R&Dセンターやサステナビリティの専門チームを設置
し、グループ全体への発信を強化しています。また、環境・人権に関するデュー・ディリジェンスの義務化
やEU Green Deal*1などさまざまな法制化・コンプライアンスへ対応を進めており、フジオイル ヨーロッパ
はBest in class ‘Green Deal’ supplier*2を目標と定め、取り組んでいます。新規事業においては、欧米
市場向けの水溶性えんどう多糖類の生産拠点であるフジ ブランデンブルクが生産を開始します。従業員と
ともに、社会からの要請に積極的に応え、新たな価値の創出を目指しチャレンジしていきます。
*1 2019年12月に欧州委員会が打ち出した気候変動対策と経済成長の両立を目指した包括的な欧州連合（EU）の新経済成長戦略
*2 規制等を遵守するだけでなく業界最高のサービスを通じて新たな価値を創出することを目指しています。

不二製油株式会社
代表取締役社長

大森 達司

プラマーチョコレートカンパニー 
会長 兼 社長 兼  
フジスペシャリティーズ社長 兼  
フジオイルインターナショナル 
社長

六川 尚宏

フジ ヨーロッパ アフリカ 
社長

前田 淳

M E S S A G E
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グループシナジーの最大化

2022年5月にOilseedsが当社グループの傘下入り後、フジ ベジタブル オイル、フジオイル ニューオリンズ
を合わせたマネジメントによるタスクフォースがすでに将来のグランドデザインを描く作業に着手している
ほか、Oilseedsの合弁パートナーであり全米最大の米集荷農協であるRicelandと予定されている戦略
セッションを実施し、液体油・南方系油脂業界全体での不二製油グループのあり方を再構成します。
　また、2022年4月以降ブラマーとフジ ベジタブル オイルの間でR&D・マーケティング分野に焦点を当て
た新市場・新製品の共同検討も開始しており、北米エリアでのシナジーの最大限発揮を目指しています。

Riceland／Oilseeds メンバー
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欧州におけるプラントベースフードに関する事業拡大への布石

フジオイルグローバルイノベーションセンターヨーロッパ（GICE）（ P40）を中心に次世代の事業の柱と
なる新規事業の創出に取り組んでいます。プラントベースフードの発信地でもある欧州では、スタート
アップ企業の台頭や新技術の開発が目覚ましく、これらに対する発掘・見極めの活動を積極的に実施し
ています。最先端の技術、オープンイノベーションや不二製油グループの固有の技術を組み合わせること
で、革新的で持続可能な社会課題の解決策の提供を通じてゲームチェンジャーとなることを目指します。 GICE研究員
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植物性素材による新たな価値の提供

従来、植物性食品素材および植物性食品の開発と販売
に注力し、顧客にも評価をいただいていましたが、おい
しさの提供という側面において課題を残していました。
この課題に対し、「GOODNOON」を掲げ、「驚きのおい
しさ」という価値を提供できる製品群の創出、および新
たな販売手法の展開を推進します。当面のキラープロダ
クトとして、プライムソイミート、乳原料不使用チョコレー
ト、プラントベースバター、プラントベースDashi、プラン
トベースチーズを中心とした展開を計画しています。
　当社は引き続き、「おいしさと健康」をベースとした
植物性素材による課題解決型ビジネスの展開を図り、
市場や売り方を変えることで、新しい価値を生み出し
ていきます。

新たなアプローチへの挑戦により、消費者そして中食・外食へ

ECサイトとの連携、デジタル運営、食のトップブランドとの連携を加速します。生活者から得た情報をデータベース化して活用す
ることで提案力を高め、国内の中食・外食市場における販売拡大に挑戦していきます。

株式会社 cotta

170万人の会員数を保有する製菓・製パン原料ECサイトの cottaと資本業務提携
を行いました。ともに社会の課題へ目を向け、その取り組みを生活者の皆様へ発
信することで「より消費者視点」に近い事業活動の展開を推進します。

グリーライフスタイル株式会社
世の中はインターネットを通じた情報に溢れ、SNSは人々の生活スタイルに浸透し
ています。より生活者の皆様に寄り添えるよう、グリーライフスタイルとの協業を通
じデジタルマーケティングを推進します。

「GOODNOON」キラープロダクト



 東南アジア  

 中国   
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過去にとらわれないアプローチで多様な市場に挑戦
東南アジアの多様性に溢れる食品市場においては、これまでとは一線を画すスピードでスタートアッ
プ企業やプラントベースフード企業が台頭し、市場構造に大きな変化が生じています。フジオイル ア
ジアも過去にとらわれず、一段のジャンプアップをしなければなりません。第一に、相場環境によら
ず安定的に稼げる体質構築を進めます。また、競合他社との差別化に注力し、サステナブルパーム
のサプライチェーン構築（ P46）や、製品のさらなる高付加価値化、プラントベースフード市場への
先手を打ったアプローチの強化を進めることで、転換期の3年間になると考えています。フジオイル 

アジアが対象とする、12億人を超える東南アジア・オセアニアの市場において、各国の市場や成長
分野を見定めた上で、メリハリある資源配分を行っていきます。

フジオイル アジア  
社長

尾形 訓彦
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プロダクトミックス戦略の推進

R&Dでは、年々高まる健康ニーズや回復が期待される外食市場に向けた製品開発
を図ります。また、2015年にR&Dセンター設立以来それぞれの事業分野の開発員
を1ヵ所に集約させてきましたが、2022年度からはそれらの共有した技術・ノウハ
ウを持つ開発員が各事業会社に所属する体制に移行しています。生産・販売・開
発の一体運営により、技術を製品に落とし込むスピードの向上、そして各社プロダ
クトミックスの見直しを推進しています。

2022年度に始動したAlternative  
Protein Innovation Center Asia（APICA）

人のために働く、強い会社に生まれ変わる
中国市場では、当社グループの理念を実現するような技術や製品が求められています。おいしさと健
康で中国社会に貢献し続けるために、新中期経営計画「Reborn 2024」のもと、利益にこだわり、そし
て規範意識をより一層高めることで、強い会社に生まれ変わっていく覚悟です。
　中国での事業開始から約30年が経ちました。食の安全・安心を追求し続け、築いてきた信頼とブ
ランド力を活かすとともに、コンプライアンスを強化することで従業員が安心して働けて、努力が報わ
れる企業を目指します。また、中国の地球環境に対する影響力の大きさに自覚を持ち、環境課題の解
決にも貢献していきたいと考えています。

中国総代表
兼 不二（中国）投資
董事長・総経理

峯村 政孝
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中国パン市場向け販売でのポジション維持

人の移動が制限されたコロナ禍において、ウェブ講習会の発信を強化しています。
フジサニープラザとサービスセンターも着実に拡大しています。張家港には研究開
発センターを開設し、新商品の開発により一層注力しています。天津には、大豆加
工素材事業における開発室を開設しました。
　今後も、中国全土に張り巡らせた開発室、フジサニープラザ・サービスセンターを
通じた現地顧客へのサポートを推進し、スピードが求められる中国市場の先頭を
走っていきます。 毎回数万人が視聴するウェブ講習会
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