
価値創造のあゆみ

価値創造ストーリー

戦後間もない食糧難の時代、「人々の生活に喜びと潤いを届けたい」という想いで水飴をつくり始めたことから、亀田製菓グループの歴史は始まりました。
安全・安心な商品を通じて「おいしさ」と「喜び」を提供することを使命とし、世界の人々に愛され、信頼されるブランドを目指しています。
食品企業を取り巻くあらゆる環境変化を踏まえ、これからも、持続的な成長と企業価値の向上に取り組んでまいります。

▶  亀田製菓の 
軌跡

● 高度経済成長
● 大量消費型社会

● ベビーブーム
● オイルショック

● 消費者ニーズの多様化
● 高齢化の進行

● 健康意識の高まり
● SDGs採択

● 食の安全への意識の高まり
● バブル崩壊

● 新型コロナウイルス感染症拡大

1946年　「亀田郷農民組合委託加工所」創業
1950年　「亀田町農産加工農業協同組合」に改組
1957年　 「亀田製菓株式会社」設立 

 社是、経営理念、経営基本方針を策定
1960年　研究室を開設
1966年　『ピーナッツ入り柿の種』発売
1975年　国内米菓市場で売上高日本一に
1976年　『ハッピーターン』発売
1984年　新潟証券取引所に上場
1989年　 SESMARK FOODS, INC.（現 TH FOODS, INC.）と 

資本業務提携

▶ 売上高の推移
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1992年　 新潟輸送（株）、アジカルフーズ（株）（現 アジカル（株））を 
グループ会社化

1993年　（株）ユーノスロード新潟（現（株）エヌ.エイ.エス） 
 をグループ会社化 
  SMTC Co., Ltd.（現 THAI KAMEDA CO., LTD.）に

資本参加
1996年　 HAIHA-KAMEDA JOINT VENTURE CO., LTD. に 

出資（1998年に解消）
2000年　 東京証券取引所市場第二部に上場
2003年　 青島亀田食品有限公司設立
2004年　 とよす（株）をグループ会社化 

（株）日新製菓をグループ会社化
2005年　 亀田トランスポート（株）設立 

天津亀田食品有限公司設立（2012年に全株式譲渡）
2008年　KAMEDA USA, INC.設立

2012年　 東京証券取引所市場第一部に指定替え 
Mary's Gone Crackers, Inc.をグループ会社化

2013年　 尾西食品（株）をグループ会社化 
THIEN HA KAMEDA, JSC.設立

2015年　ミッション・ビジョン策定
2017年　Daawat KAMEDA (India) Private Limited設立
2018年　LYLY KAMEDA CO., LTD.設立
2019年　 （株）マイセン、（株）マイセンファインフードをグループ会社化
2020年　Singha Kameda (Thailand) Co., Ltd.設立
2021年　 （株）タイナイをグループ会社化 

 THIEN HA KAMEDA, JSC.を連結子会社化

▶ 社会背景

1946年に水飴の委託加工所として創業。1957年に株式会社として
発足以来、他社に先駆けた米菓の量産体制の確立や全国販売網の整
備、研究室の開設による技術開発により飛躍的な成長を遂げ、1975

年には米菓売上高日本一に。1984年には米菓業界で初の株式上場を
果たしました。時代背景に合った商品開発や強固な物流網などの強
みを活かし、リーディングカンパニーとしての地位を確立しました。

1990年代は、バブル崩壊による景気の後退や米騒動による市場の伸
び悩みにより業績が低迷。構造改革の実行とともに、持続的な成長を
目的に海外市場の開拓を開始しました。1989年の米国SESMARK 

FOODS, INC.（現 TH FOODS, INC.）との資本業務提携を皮切り
に、ベトナムでのジョイントベンチャー設立、中国・米国でのグループ
会社設立など海外展開を加速させました。

米国における“Better For You”の先駆けである、Mary’s Gone Crackers, Inc.のグループ会
社化によりさらなる海外展開を図るとともに、お米に関する長年の研究成果をもとに、米菓以
外の食品分野への事業拡大にも取り組んできました。
2018年度に策定した中期経営計画において、製菓業から食品業へと本格展開していくことを
宣言し、持続的成長に向けた取り組みを進めています。
また、コーポレートガバナンスの強化にも積極的に取り組み、経営の透明性・公平性・計画性・
迅速性を確保するための仕組みづくりを行いました。

「グローバル・フード・カンパニー」を目指し、
海外展開を積極化。

製菓業から食品業へ。
提供価値を“Better For You”に進化。

創業後、急速に成長し米菓売上高日本一に。
事業の基盤を形成。

▶  事業ポート 
フォリオ の変化

1946年～1980年代 1990年～2000年代 2010年～

103,305
百万円

2020年度 売上高

国内米菓
海外

国内米菓
海外
食品

国内米菓
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※2001年度からは連結売上高を記載しています。



※赤枠は終売商品です。

価値創造ストーリー

あられ、
おせんべい 
の製菓業
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食品以外

長期保存食

ECOパッケージ水飴委託
加工

Better For You 
の食品業



会長 C E Oメッセージ

“Better For You の食品業”への
進化を通じて、特長ある
グローバル企業を目指します
代表取締役会長 CEO

田中 通泰

価値創造ストーリー
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目指すべき姿 グローバル・フード・カンパニー

Better For You KAMEDA

“あられ、おせんべいの製菓業”から“Bet te r  For  Youの食品業”へ

健康菓子・食品

Better For You食品

欧米版Better For You

美味しく からだに良いものを選び、食べ、楽しむ、健やかなライフスタイルへの貢献

素材まるごとの栄養素を活用し、美味しく健康価値ある食品を提供する
～素材本来の栄養素で、カラダの中から健康にする～

NON-GMO, Organic, Gluten-Free,
Whole Grain, Vegan

提供価値の進化

染症の拡大が見られ、食に対する価値観の多様化も進んでいま

す。こうした課題に対しては、亀田製菓グループのトップである

私自身がリーダーシップを執っていくべきものと思っています。

　事業会社として、高度化する社会課題については、事業活動に

おいて解決していくべきものと私は考えています。当社の事業の

起点はお米であり、その食品加工技術が強みになります。アレル

ギー対応に強みを持つお米は、今後の社会課題の解決に向けて

無限の可能性を秘めています。また、その加工技術は、さまざま

な穀物の加工に転用可能であり、さらに世界は広がるでしょう。

　「会社の永劫の存続をはかる」については、企業の目的である、

持続的な成長への意識を明示したものです。厳しい企業間競争

に打ち勝つため、強靭な企業体力が求められます。商品の差別

化、付加価値の向上、原価低減など、当社は、製造業の基本的

な行動として、日々たゆまぬ努力を続けています。

　加えて近年、企業に対しサステナビリティへの取り組みが強く

求められています。「サステナビリティ」は、人間・社会・地球

環境の持続可能な発展を指す言葉ですが、社会や環境への配慮

なくして企業の発展はありません。地球温暖化に伴う気候変動

や自然災害の頻発、世界的な人口動態の変化に加え、新たな感

経営の基本的な考え方

　1946年の創業より75年、当社は一貫して、お客様に愛され

る米菓の提供に注力してきました。

　その成果として、1975年には米菓売上高日本一を達成しまし

たが、これに甘んじることなく、業容拡大に取り組んでいます。

近年では、私たちの使命を“「健康」「おいしさ」「感動」を創造

するとともに、人々の生活に喜びと潤いをお届けし、より豊かな

社会に貢献すること”と再定義して、お客様価値の向上に努めて

います。

　今後を見据えると、社会は大きく変化し、日々、企業に変革を

迫ってきます。こうした中でも、変えてはならないものがあり、

それは当社では、“亀田製菓らしさ”が込められた企業理念であ

ると考えています。

　とりわけ、私が大切にしてきたのは企業の社会的責任を述べ

た経営理念で、「会社にまつわるすべての者の要望に応える」と

「会社の永劫の存続をはかる」の2つです。

　「会社にまつわるすべての者の要望に応える」は、すべてのス

テークホルダーへの配慮を示した内容です。当社は古くから、

社会全体を意識してきました。その中での優先順位として、従

業員を第一に位置づけてきましたが、これは、新潟県の亀田の

地に、多くの従業員が集い、米菓を全国展開してきた当社らし

い姿だと思います。一方で、新しいヒット商品に恵まれない中で、

私は、従業員の目線が必ずしもお客様に向いていないことに危

機感を覚えていました。こうした問題意識を踏まえ、取締役会

などを通じて議論を重ね、2018年のコーポレートガバナンス・

コードの改訂時に、ステークホルダーの中でお客様が第一であ

ることを明確にしました。

価値創造ストーリー
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価値創造ストーリー

　新潟県に本社を置く当社は、地域社会との共生に取り組んで

きました。今後、さらなる強化を求められる環境に配慮したもの

づくりや、持続可能な調達活動についても、事業活動と連動す

る形で検討を進めています。今後も、お客様に「健康」「おいしさ」

「感動」を提供する食の創造に注力し、ものづくりを含むすべて

の事業活動において、サステナビリティを意識し、持続的な成

長を確かなものとしていきたいと思います。

グローバル・フード・カンパニーの夢

　2009年、当社は、海外展開を加速させるべく、米菓を通じて

世界中の人々に健康や幸せをお届けする「グローバル・フード・

カンパニー」の実現を目指すこととしました。

　当社の海外事業は、全社の事業拡大を支える成長ドライバー

として、積極投資を続けています。当社の海外進出の始まりは、

1989年の北米での米菓製造・販売スタートにさかのぼります。

近年、北米で拡大する“Better For You”市場は、私たちに、既

存の国内米菓市場を凌駕する市場の登場を予感させます。グル

テンフリー、遺伝子組み換え原料不使用、オーガニックといった

特長は、米菓製法の商品にとって、極めて親和性が高く、幅広い

アレルギー対応にも展開が可能です。今後も最優先で成長投

資を続けていきます。

　また、アジア各国については、将来の域内需要拡大の可能性

に加え、豊富な原材料、潤沢な人的資源などを保有し、米国な

どへの輸出拠点の観点からも、極めて重要な地域と認識してい

ます。進出国は、中国、タイ、ベトナム、カンボジア、インドとア

ジアの主要国としており、中長期の拡大を図ります。

　米菓は日本を起源とする食ですが、健康感のある食として、

またその加工技術は、世界の各地で求められています。近い将

来、日本発、新潟発、亀田製菓発の食が、技が、世界の各地を

席捲し、人々の暮らしに貢献している姿を見るのが私の1つ目の

夢です。

“Better For You” の夢  
中期経営計画「Changing gears 2023」

　グローバル展開を加速し、さらなる健康・環境意識の高まり

など、社会環境の変化に直面する中で、この先を見据えて2018

年に策定したのが、中期経営計画「Changing gears 2023」

です。

　この中期経営計画は、これまでのグローバル展開に加え、製菓

業から食品業へと事業ドメインを拡張していくことを柱としており、

その方向性を示すのが“Better For You”です。これは、欧米におけ

るミレニアル世代（1980年代から1990年代半ば生まれのY世代）

が選択する、おいしくて健康的なライフスタイルを実現してくれる

食を起点としており、2012年、米国Mary’s Gone Crackers, Inc.

のグループ会社化がその出会いになります。

　Mary’s Gone Crackers, Inc.は、セリアック病に苦しむ創

業者が同じ悩みを持つ人々に安心して提供できる健康的なク

ラッカーをつくりたいとの思いから立ち上げた会社です。からだ

に良いものを食べ、からだを内側から健康にし、心の健康につ

なげる―この一連のサイクルに貢献していくという高い志が

その思いの背景にあります。当社はこうした創業者の思いに共

感し、買収を決断しました。同社のクラッカーは、グルテンフ
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価値創造ストーリー

リー、遺伝子組み換え原料不使用、オーガニックといった特長を

備えた、まさに“Better For You”の代表的な食品です。お米の

ほか、さまざまな穀物、種子を材料に製造され、米菓との親和

性が高い商品です。こうした背景から、中期経営計画では、「美

味しく からだに良いものを選び、食べ、楽しむ、健やかなライフ

スタイルへの貢献」を目指し、“Better For You”の観点からお

客様価値を提供していくこととしています。

　具体的な事業戦略については、圧倒的ナンバーワンを目指す

国内米菓事業、米国事業の飛躍的拡大を掲げる海外事業、長

期保存食、アレルギー対応食品、プラントベースドフード（植物

性代替肉）といった特長ある商品で独自のポジションを築く食

品事業の三本柱を確立し、2030年度までに事業構成比を国内

米菓事業と海外事業および食品事業で50：50にする方針です。

今後の社会変化を考えれば、こうした構造改革は、当社の事業

成長と企業価値の向上に不可欠と考えています。

　すでに成果も出始めており、食品事業においては、2013年に

買収し、グループ会社化した尾西食品株式会社が順調に成長

し、今や高収益事業となりました。同社が取り扱う長期保存食

は、近年の自然災害の増加もあって、さらなる拡大が見込まれ

ます。加えて、食物アレルギー増加への対応としての28品目ア

レルゲンフリーの米粉・玄米パンの拡大、将来的な食糧不足や

環境問題などの観点から米菓加工技術を活用できるプラント

ベースドフード（植物性代替肉）などへの展開を通じて、社会課

題の解決と事業成長の両立を図ります。

　これらの取り組みを通じ、2030年には“あられ、おせんべいの

製菓業”から“Better For You の食品業”へと進化させること、

これが私の2つ目の夢となります。

人と組織と企業統治

　前述のとおり、今後想定される社会の変化は企業に大きな変

革を迫り、当グループは今、大きな岐路に立っていると認識して

います。そして、この難局に立ち向かい、道を切り拓く原動力は、

人であり、組織です。また、企業経営の根幹をなす企業統治の

考え方についても高度化を図る必要があります。

　当グループのガバナンスは、取締役会の過半数を占める社外

取締役の存在を特長としています。同業、異業種の経営者、外

交官経験者など多様な社外取締役の方々は、経営の監督にとど

まらず、当社が適切なリスクをとり、成長することを後押しして

くれています。その取締役会を頂点とした体制のもと、当グルー

プらしい企業統治に取り組んでいます。

　人材面では、女性活躍、外国人・外部人材の積極登用などの

多様化を推し進め、年功序列の排除、若手従業員の積極登用を

図るなど、人と組織の活性化に取り組んでいます。若手有志で

立ち上げた「亀田製菓を元気にするプロジェクト」はボトムアッ

プで現場改善、事業提案、制度提案などに取り組み、風土改革を

図るとともに、人材育成の場となっています。2019年には、次

代を担う幹部社員がプロジェクトを組成し、20年後、30年後と

いった未来を見据え、会社のあるべき姿を描きました。

　こうした取り組みの中で、亀田製菓グループで育った人材と、外国

人を含む外部人材が融合し、化学反応を起こすことで、当社の中長

期的成長を支える強固な人材基盤が出来上がると確信しています。

　中期経営計画で描いた未来の実現に向けて、「グローバル・フー

ド・カンパニー」と“Better For Youの食品業”への進化という2つ

の夢の実現を目指し「変革と挑戦」の志のもと、お客様と従業員、

各ステークホルダーの皆様とともに歩んでいきたいと思います。
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社長 C O Oメッセージ

価値創造ストーリー

経営理念である「会社にまつわるすべての者の要望に応える」と
「会社の永劫の存続をはかる」を実践することこそが、
亀田製菓グループにとってのサステナビリティ経営です。
経営理念は事業を通じて経済的・社会的価値を生み出す根源となり、
サステナビリティと経営方針、事業戦略の整合性を高めることで、
価値創造を実践していきます。

代表取締役社長 COO

佐藤 勇

“亀田製菓らしさ”の実践で
企業価値を高め
社会に貢献していきます

8 亀田製菓グループ　統合報告書2021



2020年度の振り返りと今後の方向性

　2020年度は新型コロナウイルス感染症の拡大により、従業員

の安全確保を最優先としつつ、事業活動維持の観点から供給責

任を果たすことを経営の重要課題として取り組みました。コロ

ナ禍によって、不確実性の高い社会状況が続いていることから、

2021年度についても、リスク管理に重点を置いた施策を継続し

ています。

　当グループの基幹事業である国内米菓事業は、コロナ禍にお

ける家飲み需要の増加により、主力製品の製造販売に集中した

結果、『亀田の柿の種』や『つまみ種』などのおつまみ系商品が

大きく伸長しました。一方で、百貨店向け商品や土産物商品を

扱うグループ会社については、外出自粛や移動制限の影響が残

り、感染再拡大の懸念から厳しい状況が続いていましたが、

2021年度は徐々に回復の兆しを見せています。

　海外事業においても、重要拠点と位置づける北米のMary’s 

Gone Crackers, Inc. については、感染拡大により、一時的な

オペレーションの制約はあったものの、工場の操業を継続する

ことで安定した業績を確保しています。また、アジアでは、カン

ボジアのLYLY KAMEDA CO., LTD. がオーストラリアにおけ

る巣ごもり需要を享受するなど、安定した業績を確保していま

す。2021年度後半から、国や地域によるばらつきを伴いつつも、

総じてコロナ禍による落ち込みから徐々に回復の動きを見せる

ものと考えています。

　2021年度以降も中期経営計画「Changing gears 2023」に

沿って、 “Better For You”の食品企業としてのビジョンの実

現を目指し、当社のお米で培ったノウハウや加工技術などを活

かして食品事業の拡大に向けて戦略的投資を行っていきます。

ESG課題の認識と対応状況

　ESG課題の具体的な取り組みについては、「E（環境）」の面で

は、環境配慮の観点から流通大手と連携しながら既存主力品お

よび新商品を順次ECOパッケージへ変更（スリムパッケージ

化）、プラスチックトレーの廃止を進めており、米菓業界のリー

ディングカンパニーとしてこれを牽引し、自社だけでなく業界全

体の環境負荷低減に貢献していきます。具体的には、ECOパッ

ケージ化の推進や、2021年3月発売の『ハイチーズ』で当社初と

なる紙トレーの採用、FSC認証※1を受けた輸送用段ボールへの

切り替えなどを行っています。また、2002年12月に環境マネジ

メント規格「ISO14001」を本社および工場で取得しており、環

境負荷を最小限に抑える事業活動とその体制づくりを進めてい

ます。

　続いて「S（社会・人）」の面では、当社では、多様な人材が最

大限に能力を発揮できる環境整備を進めており、女性のさらな

る活躍、外国人・外部人材の積極登用を推進しています。具体

的には「女性向けキャリア研修」「女性社員のネットワーキング」

「育児・介護との両立のための取り組み」などを行い、その結果

の一つとして厚生労働省「えるぼし」の認定を受けています。

　サプライヤー管理（調達）については、中国産ピーナッツでは、

新型コロナウイルス感染症拡大以前は2カ月ごとに児童労働や低

賃金労働がないか直接生産者にヒアリングを行っており、問題が

ないことを確認しています。2019年に中国・威海に開発セン

ターを設立し、現状においても、現地と連携しながら出荷前検査

など調達状況について高い基準のチェック体制を構築しています。

マレーシア産パーム油は、RSPO※2認証パーム油への切り替えを

進めるなど、人権や環境面に対しての取り組みを行っています。

　また、労働安全衛生の取り組みとして、工場における従業員

の健康安全のため、継続的に職場環境の改善投資を行っており、

より働きやすい職場の整備を進めています。

　「G（ガバナンス）」の面では、社外取締役やアドバイザリーボー

ドの機能を充実させることに注力しています。外形的な枠組みに

とらわれずに、当社なりの考え方にもとづき、当社に適した納得

いくマネジメントスタイルを確立するため、多様な取締役構成、

取締役と執行の分離、取締役会の実効性向上を重視しています。

　現在認識している課題として、工場の人手不足による商品供

給力不足の顕在化があります。経営の重要課題として、巣ごも

り需要の拡大に対応するため、採用強化・業務の効率化を行っ

ています。それらの影響を踏まえ、環境や社会への取り組みに

ついては、優先順位を明確にし、当グループにとって重要なテー

マから対応を進めていきます。

　サプライチェーン全体におけるESG課題については、企業価

値向上に資するポジティブインパクトとネガティブインパクトの

両面から捉えつつ、当グループの強みや競争優位性の観点から

重点課題を特定し、取り組みを着実に推進していきます。
※1 FSC（Forest Stewardship Council）認証：森を守る国際的認証制度
※2  RSPO（Roundtable on Sustainable Palm Oil）：持続可能なパーム油

のための円卓会議

中期経営計画と価値創造

　亀田製菓グループの目指すべき姿として「グローバル・フード・

カンパニー」を掲げ、“あられ、おせんべいの製菓業”から“Better 

For You の食品業”へと進化することを目指しています。

　2023年度までの中期経営計画期間において、国内米菓事業

では「圧倒的ナンバーワンの地位を強固にするための収益基盤

価値創造ストーリー
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的・社会的な両面から成果を期待しています。2021年度はテス

ト稼働となりますが、業界初の試みであり、中期経営計画やサ

ステナビリティ目標の達成に貢献する取り組みと考えています。

　新たな価値創造の起点として、米菓製造プロセスを見直し、

革新的な工程短縮ラインを2021年下期からテスト稼働させる

予定です。新規導入した設備は、製造プロセスの時間を大幅に

短縮し、同じ生産量を確保しながらもエネルギー使用量や設備

面積が半減できることから、 中長期の原価低減施策として経済

の強化」、海外事業では「米国事業の飛躍的拡大」、食品事業で

は「Better For You食品の拡大」を重点施策として取り組むこ

とで、三本柱による自律的な事業運営を目指し、“Better For 

Youの食品業”への進化を通じてお客様との信頼関係を構築し、

経済価値と社会価値の両立を目指しています。

シェア圧倒的ナンバーワン

国内米菓事業
圧倒的ナンバーワン

海外事業
米国事業の飛躍的拡大

食品事業
Better For You 食品の拡大

プラントベースドフードの拡大

アレルギー対応、長期保存食

植物性乳酸菌、新規技術開発

米菓のスナック化へのチャレンジ

MGC※1／THF※2米国ブランド確立

海外拠点クロスボーダーのさらなる強化

2023年度  海外売上高比率30％　将来、国内米菓以外で50％の売上高比率を実現、三本柱を確立

製造原価率45％の実現

お米以外の素材を含む商品開発

国内米菓事業、海外事業、食品事業の三本柱でしっかりと立ち、“B e t t e r  F o r  Yo u ”の食品企業としてビジョンを実現

国内 国内北米

グループ経営の強化：ダイバーシティの推進、グローバル・グループ経営に即した人事制度の検討、サステナビリティ対応強化

アジア

事業間相互連携
国内・北米・アジア

国内から海外への米菓技術、生産ノウハウの提供、海外生産高の拡大、国境を越えたビジネスの展開
米国ブランドの確立など、事業・地域の壁を越えた連携で競争力を強化

価値創造ストーリー

● 中期事業戦略の方向性

※1 Mary’s Gone Crackers, Inc.　※2 TH FOODS, INC.
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亀田製菓らしさと強さ

　当社は、常に「お客様第一」の姿勢で製品の安全・安心に対

する努力を続けてきました。お客様が口にする食品を扱うメー

カーだからこそ、品質保証は事業における重要な役割を担ってい

ます。お客様の価値観や食の多様化に柔軟に対応するため、

OEM※3などパートナーシップ体制を構築していく中でも、製品

の安全・安心を第一に考え、当社品質基準を満たすことを絶対

条件とし、その品質とブランド価値の維持・向上に努めています。

　亀田製菓は新潟県内に展開する4つの工場のすべてにおいて

食品安全マネジメントシステムの規格「FSSC22000」の認証を

取得しています。また、当グループの他の工場についても「FSSC 

22000」の認証取得を順次進めており、品質マネジメントシス

テムを継続的に改善することで、お客様の期待に応えられる安

全・安心で高品質な食品づくりに取り組んでいます。

　お客様のご要望に真摯に耳を傾けるとともに、変化し続ける

市場環境を見据え、ロングセラー商品をさらに長寿な商品に育

てていくための技術開発や、新しい米菓による食シーン開拓の

ための商品開発などは、これまでの知見や技術の蓄積なくして

実現できない当社の強みです。加えて、米菓のリーディングカン

パニーとして、均一の品質で大量生産するインフラとノウハウ、

全国に商品を供給・配荷するなどの物流と販売の仕組みが出

来上がっており、これらも当社の強みとなっています。

　当社は創業以来、新しいものや先進的で認知の低い技術に対

しても、良いものはどんどん取り入れていく気風があります。現

代では、お客様の好みや価値観が多様化する中で難しい選択を

迫られることもありますが、常に新しい試みを取り入れ、当社ら

しい商品・サービスをお客様に提案し続けていきます。
※3  OEM（Original Equipment Manufacturing）：他社ブランドの製品を製造す
ること

価値創造ストーリー

サステナビリティを経営に組み込む

　私が考える「いい会社」とは、高い倫理観を備えた会社であり、

経営者自らが高い倫理観を持ち経営判断にあたれば、社会がい

かに変わろうとも、最終的にはステークホルダーの皆様を失望

させることはないと考えています。

　経営理念に掲げている「会社にまつわるすべての者の要望に応

える」「会社の永劫の存続をはかる」を実践することこそが、社

会に必要とされる企業であり続けるために必要なことと考えてい

ます。経営理念を実践し、経営方針および事業戦略との整合性を

高めるために、サステナビリティ基本方針を策定しました。

　当社は経営理念にあるとおり、成り立ちからすでにサステナブ

ルな意味合いが強いものであると考えます。そのため、経営理

念の実践こそが、事業を通じた経済的・社会的価値を生み出す

根源となるのです。

　これを日々実践していくことが、世界中の企業で当社にしかな

い“亀田製菓らしさ”に通じるものと考えています。経営者とし

て、すべての従業員に対し、当社の経営理念とゴールへの道筋を

常に共有し続けていきます。

　このたび、当グループでは初めてとなる統合報告書を発行し

ました。本報告書では、株主・投資家の皆様をはじめとして、

社内外のステークホルダーの皆様に向けて、当社の企業価値向

上の道筋をお伝えしています。当社の企業価値向上の取り組み、

サステナビリティ経営の進捗状況などから、“亀田製菓らしい企

業成長の道筋”を少しでもご理解いただきたいと考えています。

　今後も、経営理念の実践を進め、“亀田製菓らしさ”をより強

固なものとしながら、新たな価値を生み出し、社会そしてステー

クホルダーの皆様から期待される企業として成長を続けていき

ます。引き続き、ご支援のほどよろしくお願いいたします。
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価値創造プロセス
感動

おいしさ

健康
喜び・潤い

価値創造ストーリー

● 世界的な人口動態の変化
● 地球環境問題の深刻化、自然災害の増加
● 安全・安心、健康意識の高まり
● 食の多様化
● ライフスタイルの変化

インプット

   知的資本
米菓・お米に関する 
知見およびノウハウ
（お米総合研究所）
商品開発・生産加工技術
植物性乳酸菌や米タンパ
ク質に関する特許

   財務資本
安定的なキャッシュ・フロー
創出力、財務体質
（自己資本比率62.7%）

   製造資本
国内外の生産拠点 
（国内8社・海外7社）
自社物流機能（国内2社）

   人的資本
多様な人材 
（連結従業員数3,362名、 
女性管理職比率13.3%）
安全・安心な製品を 
支える品質管理体制
自由闊達、風通しの良い 
企業風土

   社会関係資本
ロングセラーブランド

お客様との信頼関係
調達先・取引先との 
パートナーシップ

産学官連携

   自然資本
自然の恵みである原材料 
（お米・ピーナッツなど）
エネルギー・水資源

事業環境 グローバル・フード・カンパニー
“あられ、おせんべいの製菓業”から“Better For You の食品業”へ

目指すべき姿

※2021年3月31日現在
サステナビリティ重要課題

Better For You食品を通じた 
食と健康の創造 持続可能な調達活動 亀田製菓らしいガバナンス

ダイバーシティ
地域社会との調和環境に配慮したものづくり

アウトプット

日本の伝統的な 
食文化である米菓

ECOパッケージ 
商品

お米由来の 
植物性乳酸菌

プラントベースド
フード 

（植物性代替肉）

アレルゲン 
28品目不使用 
米粉パン、 
玄米パン

長期保存食

グルテンフリー、 
オーガニック商品

アレルギー対応 
商品

すべての世代に 
対応する 

商品ラインアップ

アウトカム

安全・安心な
食の提供

豊かで健康的な
生活への貢献

ものづくりによる
環境負荷低減

多様な人材の
活躍

地域社会との
共生、

食文化の発展

ものづくり

研究・開発

販売
ネットワーク

三本
柱による成長の方向性

米
国
事
業
の

飛躍
的拡
大

圧倒的ナンバーワン

Better For You 食
品
の
拡
大

経営理念

国内米菓事業

海
外

事
業

食
品
事
業
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［ 価値創造を実現する仕組み ］“Better For Youの食品業”への進化を通じてお客様との信頼関係を深め、
経済価値と社会価値の両立を目指す

価値創造ストーリー

長年のお米の研究で培った技術・ノウハウを活かし、 
健康を軸とした商品を開発。 

食品事業の本格展開に向けて競争優位性の高い技術の確立や 
お米以外の穀物へ研究領域を拡大。

● お米、米菓の研究、知見・ノウハウ
●  お米由来の商品開発 
（低たんぱく質米飯、植物性乳酸菌、 
アルファ米、米粉パン・玄米パン）

●  お米の加工技術 
（調味、食感、配合、同質化など）
● お米以外の素材の研究、商品開発

研究・開発

● 時代の変化に合わせ商品を創り出す力
●  米菓の量産化技術、主力12ブランドによる  
効率的な生産体制

● 安全・安心で高品質な商品

●  高い参入障壁（複雑で緻密な製造工程）
●  お米に関する知見、米菓製造技術の活用 
（グループシナジー）

職人の手作業であった米菓づくりを 
機械化・量産化。

創業以来75年以上にわたり培ってきた 
米菓メーカーとしてのノウハウを活かした 
独自の製造技術を強みに、競争優位を確立。

ものづくり

● グループ各社による多様な販売チャネルへの対応
● 自社物流による柔軟な供給体制

● 海外のクロスボーダーネットワーク基盤
● 国内外におけるパートナーシップ

国内の販売ネットワークをいち早く確立。 
物流子会社の保有による安定した供給網。 

海外ネットワークの整備により 
世界中のお客様に米菓を提供。

販売
ネットワーク

ものづくり

研究・開発

販売
ネットワーク

米
国
事
業
の

飛躍
的拡
大

圧倒的ナンバーワン

Better For You 食
品
の
拡
大

特長あるグローバル企業として

亀田製菓が創業以来培ってきた3つの強み「研究・開発」「ものづくり」「販売ネットワーク」を
さらに磨き上げることで、国内米菓事業の収益基盤をより強固なものとし、そこで積み上
げたキャッシュを成長事業と位置づける海外事業および食品事業へ積極的に投資すること
で、持続的な成長を目指しています。
国内米菓事業における「圧倒的ナンバーワン」、海外事業における「米国事業の飛躍的拡
大」、食品事業における「Better For You食品の拡大」を成長の方向性として三本柱でしっ
かりと立ち、2030年度には国内米菓事業とそれ以外（海外事業・食品事業）で50：50の

事業構成比を形成することで、変化に強く特長あるグローバル企業に変革していきます。

三本柱による成長の方向性（ビジネスモデル解説）

国内米菓事業

海
外

事
業

食
品
事
業
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価値創造ストーリー

［ サプライチェーンの持続可能性を追求 ］ 自然の恵みから「健康」「おいしさ」「感動」を生み出す

自然の恵み
素材まるごとの
可能性

研究開発 調達 製造・物流 販売

● 新商品の開発
● Better For You食品の開発
●  環境負荷を低減する包装技術（ECOパッケージ）

● 米タンパク質、米ペプチドの研究

● RSPO認証パーム油の使用推進
● FSC認証段ボールの使用推進
● 調達方針のサプライヤーへの浸透
● 産地における環境リスクの把握
● サプライチェーンにおける人権リスクの把握

●  環境に配慮した生産設備  （熱効率の高いオー 
ブン、省エネルギー設備の導入推進）

●  環境に配慮した物流（共同配送、モーダルシフト、
工場ダイレクト配送）

●  トラック輸送の積載率向上（段ボールサイズ 
統一、パレット輸送）

●  非分解性プラスチックの削減（ECOパッケージ）

●  資源循環 （エコフィード活動の推進、フードロス
の削減、産業廃棄物の削減）

● 健康価値を創出する商品ラインアップ拡充
● 環境に配慮した商品パッケージへの転換 
 （ECOパッケージ）

● 各地の食文化との調和
● 食を通じた社会課題の解決

● お米総合研究所
● 機能性、生産技術、官能評価
● お米の加工技術（調味、食感、配合、同質化など）
● 産学官連携

● 原材料などのグループ調達
● 調達マネジメント（原材料規格保証書）
● グローバルな調達体制
● サプライヤーとの強固な関係

● 職人技であった米菓づくりの機械化・量産化
●  安全・安心、いつも変わらぬおいしさを実現す
る製造技術

● 徹底した品質管理（FSSC22000）
● 物流子会社の保有
● グローバルな生産体制

●  国内米菓市場シェアナンバーワン 
（2020年度 36.4％※）

● 多様な販売チャネルへの対応
● 効率的な営業体制
● 国内外におけるパートナーシップ

“Better For Youの食品業”への進化、お客様価値の追求

若手中核リーダーの育成と多様な人材の活躍機会の創出

亀田製菓らしいガバナンスの進化

持続可能性追求に向けた取り組み 持続可能性追求に向けた取り組み 持続可能性追求に向けた取り組み 持続可能性追求に向けた取り組み

強 み 強 み 強 み 強 み

「健康」「おいしさ」
「感動」の創造

世界の人々の生活に
喜びと潤いを
お届けする　

※出所：株式会社インテージSRI+
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［ 事例で見る強み ］ 持続的成長を支える品質へのこだわり

価値創造ストーリー

国内米菓市場ナンバーワンのリーディングカンパニーとして、原料の調達から商品の開発・生産、物流に
至るまで、あらゆる工程で品質管理を徹底し、安全・安心な食品づくりに取り組んでいます。安全・安心
へのこだわりは、製造工程における独自のノウハウを生み出す原動力となり、持続的成長を支える強みを

形成しています。例えば、米菓ナンバーワン売上高を誇る『亀田の柿の種』の製造においては、年間1万トン
以上のお米・約7千トンのピーナッツを使用して製造していますが、発売から55年間、いくつもの技術革
新を重ねることで、いつも変わらぬおいしさをお客様にお届けしています。

出荷 包装（外装）

米粉

個包装

ピーナッツ

乾燥
味付け

焼成
蒸し・練り

段ボール詰め

成型 冷蔵 切断 乾燥

食味検査
水分測定

酸素濃度測定
食味検査

知的資本

•  食味検査制度 
社内試験に合格した食味検査員が、機械では判別できないような味やにおい、食感などのごくわずかな違いなど
をチェックすることで、常に一定の品質を保っています。

•  データ化された職人ノウハウ 
これまで職人たちが積み重ねてきた技術やノウハウがデータ化され、それらにもとづいて工程を管理しています。

•  操作マニュアル 
作業者によって偏りが出ないよう、作業手順書や測定手順書など、工程を管理するうえで重要な手順はすべて文
書化されています。

•  技術標準書・製品規格書 
商品をつくるための技術条件が文書化され、これを厳守することでいつも変わらぬおいしさを提供しています。

金属検出機
色彩選別機

硬度測定

金属検出機
X線検査装置
ウェイトチェッカー
印字検査装置

金属検出機
ウェイトチェッカー
印字検査装置

水分測定
温度測定
形状測定
食味検査
外観検査

水分測定食味検査水分測定

金属検出機
色彩選別機

食味検査
金属検出機
色彩選別機

検査項目

 金属検出機 │ X線検査装置 │ 色彩選別機 │ ウェイトチェッカー │ 印字検査装置

水分測定 │ 温度測定 │ 硬度測定 │ 酸素濃度測定 │ 形状測定 │ 外観検査 │ 食味検査

安全・安心の
品質

いつも変わらぬ
おいしさ

製造資本

人的資本

• 生産システム
•  汎用機器と自社設計機器の組み合わせ 
『亀田の柿の種』独自の形状、カリッとした食感を生み出
すため、要所要所で自社設計した機器を導入しています。

• 食味検査員
•  工程に従事する従業員
工程管理、機器の点検、検査・測定など、それぞ
れの従業員が重要な役割を担っています。
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投入

パレット積み

『亀田の柿の種』 製造工程クローズアップ



財務ハイライト

連結売上高／
海外売上高比率

連結純資産／
自己資本比率

連結営業利益／
営業利益率

連結有利子負債／
D/Eレシオ

EBITDA／
EBITDAマージン

連結設備投資／減価償却費／
設備投資比率

ROE

1株当たり年間配当金／
連結配当性向

売上高／
海外売上高比率推移

99,52298,206 100,041 103,808 103,305

7.57.7
7.1

7.6
8.2

連結売上高（左軸） 海外売上高比率（右軸）

（百万円） （%）

（年度）

10

8

6

4

2

120,000

90,000

60,000

30,000

0 0

20202019201820172016

連結純資産／　
自己資本比率推移

48,005
44,319

52,056 53,902

59,895

62.060.8 61.3 61.6 62.7

連結純資産（左軸） 自己資本比率（右軸）

（百万円） （%）

（年度）

100

80

60

40

20

60,000

40,000

20,000

0 0

20202019201820172016

連結営業利益／
営業利益率推移

5,007

5,618
5,338

5,813
5,620

5.0
5.7

5.3
5.6 5.4

連結営業利益（左軸） 営業利益率（右軸）

（百万円） （%）

（年度）

10

8

6

4

2

6,000

4,000

2,000

0 0

20202019201820172016

連結有利子負債残高
D/Eレシオ推移

10,429

7,958

13,089
14,177

15,672

21.8
18.0

25.7 26.8 26.9

連結有利子負債（左軸） D/Eレシオ（右軸）

（百万円） （%）

（年度）

60

40

20

16,000

12,000

8,000

4,000

0 0

20202019201820172016

EBITDA／
EBITDAマージン推移

9,153

10,341
9,403

10,567 10,306

9.2
10.5

9.4
10.2 10.0

EBITDA（左軸） EBITDAマージン（右軸）

（百万円） （%）

（年度）

15

10

5

12,000

6,000

9,000

3,000

0 0

20202019201820172016

連結設備投資／減価償却費
設備投資比率推移

7,466

9,917

7,452

5,136
5,790

4,0014,082

4,494
4,652 4,612

7.5

10.1

7.4
4.9 5.6

連結設備投資（左軸） 減価償却費（左軸）
設備投資比率（右軸）

（百万円） （%）

（年度）

30

20

10
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20202019201820172016

ROE推移

8.9

6.2

8.9
8.6 8.6

（%）

（年度）
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0

20202019201820172016

DPS

連結配当性向推移

49

42

51 52 53

25.1

32.8

24.4 24.6 23.5

1株当たり年間配当金（左軸） 連結配当性向（右軸）

（円） （%）

（年度）
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40

20
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40

20

0 0

20202019201820172016

価値創造ストーリー
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非財務ハイライト

CO2排出量（総量）／
CO2排出量（原単位）

女性管理職人数／
女性管理職比率

プラスチック使用量

人材育成費（研修費）

廃棄物排出量／
リサイクル率

Better For You 食品売上高／
売上高構成比率

水使用量

独立社外取締役比率

CO2排出量推移

88,40090,803
83,538 85,675 86,137

1.021.05
0.96 0.94 0.95

CO2排出量（総量）（左軸） CO2排出量（原単位）（右軸）

（t-CO2） （t-CO2/百万円）

（年度）

1.5

1.2
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0.3
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20202019201820172016

女性管理職人数／
同比率推移

15
14 14

19 19

10.611.0
10.4

14.7
13.3

女性管理職人数（左軸） 女性管理職比率（右軸）

（名） （%）

（年度）
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0

20
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プラスチック使用量推移

6,202
6,513

5,932 5,940 5,974

（t）

（年度）

8,000

6,000

4,000

2,000

0

20202019201820172016

人材育成費（研修費）
総額推移

91

114
110

75
79

（百万円）

（年度）

120
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20202019201820172016

廃棄物排出量／
リサイクル率推移

8,8638,773 8,735
9,237 9,404

95.997.2 95.3 95.7 95.9

廃棄物排出量（左軸） リサイクル率（右軸）

（t） （%）

（年度）
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BFY食品売上
構成比推移

11,62111,781
11,248 11,641

13,350

11.712.0
11.2 11.2

12.9

Better For You食品売上高（左軸）
Better For You食品売上高構成比率（右軸）

（百万円） （%）

（年度）
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水使用量

（千㎥）

660
605

656
682

650

（年度）

800
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独立社外取締役比率

53.8%
（7名）

2020年度

※集計範囲：国内グループ生産工場

※集計範囲：亀田製菓株式会社

※集計範囲：国内グループ生産工場

※集計範囲：連結

※集計範囲：国内グループ生産工場 ※集計範囲：国内グループ生産工場

価値創造ストーリー
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