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　海外事業については、Mary’s Gone Crackers, Inc.の基盤整

備とタイ子会社の再編が完了し、いよいよセグメントで黒字化を目

指す素地が整いました。さらには、持分法適用会社の連結子会社

化を視野にさらなる海外成長を加速させることで、真のグローバ

ル・フード・カンパニーを目指していきます。

　食品事業についても、時代の潮流と当社の強み、競争優位性を

掛け合わせた領域に絞ったM&Aやアライアンスによって、「プラン

トベースドフード」「米粉パン・玄米パン」などの将来のシーズ獲

得を進めており、おおむね計画どおりの進捗となっています。

　一方で、国内米菓事業は、コスト競争力強化に向けて製造原価

率45%の高いハードルを設定し、「規模の追求（シェア拡大）」と「質

の追求（製造原価低減）」の両立を目指し取り組んでいますが、巣

ごもり需要の増加により生産能力が逼迫し供給を優先した結果、

生産性が低下し各種施策に遅れが生じています。加えて、中期経

営計画策定時と比べて原材料なども高騰していることから、さらな

る商品ポートフォリオの見直し、SKU※の抑制、製造工程の移転集

約、革新工程の導入などにより製造原価の低減につなげていきま

す。また、販売促進費についても、選択と集中の観点から経営資

源を主要取引先に集中投下し、協業関係を構築することで、効率

的な費用執行に取り組んでいます。
※SKU（Stock Keeping Unit）：在庫管理を行う際の最小識別単位

中長期の成長を見据えた
戦略投資ポートフォリオの実行と今後の方針

　中期投資計画では、6年間累計（2018年度～2023年度）で500

億円の投資枠を設定し、2020年度までの3年間で主に成長可能

性を有する主力ブランドの生産能力増強や工程革新など将来の成

長を見据えた設備投資に累計183億円の資金を投じてきました。

　修正後の中期経営計画から若干の遅れが生じているものの、環境

変化を機敏に捉え、新規販路の開拓、グループ会社の構造改革、グ

ループ間の連携強化などにより、2023年度までに挽回する予定です。

　また、足元の先行き不透明感を踏まえ、2020年3月には総額

125億円のコミットメントラインを増額設定しており、財務の健全

性、手元流動性についても問題ありません。

　2021年度も引き続き新型コロナウイルス感染症の影響が懸念

されますが、新しい生活様式の定着や消費行動の変化により、こ

れまで以上に機動的かつ柔軟な舵取りが求められています。巣ご

もり消費の定着などにより総じて安定した業績を確保しています

が、足元、原材料価格の高騰など利益の下押し要素がある中でも

規格変更や生産性改善により、計画の達成に向けて取り組んでい

きます。

　より長期視点に立ち、グループ全体の成長基盤を構築し成果に

結びつけること、また事業領域拡大を通じてさらなる成長機会を

捕捉することで、持続的な成長を目指していきます。

　当グループは国内米菓事業、海外事業、食品事業の三本柱でしっ

かりと立ち、特長ある“Better For You”のグローバル・フード・カン

パニー実現に向けて取り組んでいます。

戦略解説

単位 当初計画 修正計画
連結売上高 （百万円） 130,000  115,000

営業利益 （百万円） 13,000  8,000

営業利益率 （％）  10.0  7.0

EBITDA （百万円） 19,200  13,900
EBITDA
マージン

（％）  14.8  12.1

ROE （％）  12.0  9.4
海外売上高

比率（総事業規模） （％）  31.4  30.0

※収益認識会計基準適用前

● 中期経営計画　2023年度数値目標

財務面からの総評

　目指すべき姿「グローバル・フード・カンパニー」の実現に向けた、

6年間の中期経営計画も折り返し地点を迎えました。コロナ禍にお

いても、進むべき方向性に揺らぎはありません。2020年度の期初に

外部環境の変化を踏まえ中期経営計画の数値目標を下方修正しま

したが、これは持続的な成長に向けて筋肉質な会社に生まれ変わる

ことを意図しており、成長角度を下げ、足元の基盤を整備するため

です。

　2020年度の業績は、国内外における巣ごもり需要の増加などに

伴い、『亀田の柿の種』をはじめとする主力商品が伸長した一方で、

コロナ禍の外出自粛や移動制限の影響により百貨店向け商品や土

産物などの高収益商品の販売が低迷した結果、営業利益は56.2

億円となり、計画比および前年度比ともに減益となりました。

取締役 CFO 兼 管理本部長

小林 章
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　2021年度は製造原価率の低減に向けて、各工場に分散する工

程の機能集約を進めるとともに、成長を続けるグループ会社の生産

能力増強に着手しています。また、2021年春発売の新商品が想定を

上回る伸長を続けていることから、早期の生産能力向上に着手する

ことで市場定着につなげていきます。営業および生産現場におい

て、デジタル化投資も例年以上に予定しており、デジタル技術を活

用した中でさらなる効率的な事業運営を進めていきます。

　戦略投資ポートフォリオについては、成長基盤の強化を目的に、

通常の投資とは別に150億円の投資枠を設定することを取締役会

で議論しました。環境変化の中にあっても、一定のリスクテイクを

しながら中長期目線での成長を目指すためのものであり、その際

の意思決定もスピード感を持った判断が必要と考えています。

　案件ごとに、成長ステージとリスクの大小を見極め、長期を見

据えたシーズ投資、中期を見据えた事業領域拡大投資、短期のシ

ナジー投資に大別し、投資資金を配分した中で、個別に投資回収

など多角的な観点から投資判断しています。具体的には、シーズ

投資として株式会社タイナイのグループ会社化、グリーンカル

チャー株式会社への出資などを実行しました。また、短期シナジー

投資は、THIEN HA KAMEDA, JSC.の連結子会社化を皮切り

に各種案件が当該枠組みの中で進行中です。

　今後は、持分法適用会社の連結子会社化や中長期の成長投資

が重なり、さらなる資金需要の拡大が見込まれます。これまでの

銀行借り入れ主体の資金調達から多様化を図る時期にあり、財務

の健全性を維持した中でさまざまな調達手段の検討を進めていき

ます。短期から中期で予測可能な案件の資金需要をリストアップ

し、投資案件の規模に応じた適切な調達手段を紐づけし、財務の

健全性を維持した中で、戦略投資を後押ししていきます。

中期経営計画の財務資本戦略のポイント

　中期経営計画では、各種経営数値を多面的に捉えており、収益

性向上を第一義としつつも、株主様への安定的な配当原資確保の

観点や、成長企業として資金の再投資サイクルを重視する観点か

らEBITDAを重要指標に置いています。

　2023年度のEBITDA目標は、修正計画では139億円も、成長

可能性を踏まえた場合、当初計画どおり2018年度のEBITDA94

億円の倍増にあたる192億円も視野に、キャッシュ創出力の拡大に

取り組んでいきます。

　その実現に向けて、相応の投資枠を設定することで機動的な対

応を図っていきます。

　資金面については、足元、新型コロナウイルス感染症の影響は

なく、通常投資についても営業キャッシュ・フローの範囲内で賄う

ことで、D/Eレシオは30%以下の水準を維持することが可能であ

り、財務の健全性に問題はありません。

　ROEについては、将来的に10%以上を目指していきますが、現

中期経営計画期間は、成長に向けた資金の再投資サイクルを優先

しつつ、利益成長を実現することで株主資本コストを上回る9.4% 

を目標としています。

　株主還元については、持続的な成長を前提に、安定的な増配を

継続する考えです。成長投資の継続を前提に、当面は配当性向

20%台を一つの目安と考えていますが、中長期的には30%を目指

していきます。

　CFOとして、当グループへの成長期待に応えることで、企業価

値向上に取り組んでいきます。

戦略解説

リスク
5～10年を見据えたシーズ、リスク投資
ベンチャー、新規技術などの取り込み

立ち上げ初期（アーリー） 成長事業（ミドル） 安定事業（レイター）

大

小 短 期 中 期 長 期

20億円 3～5年を見据えた
収益基盤強化と事業領域拡大

グループ会社の
再編・連結子会社化

30億円

100億円

グローバル食品企業との共同開発、
事業領域拡大M&A

海外グループ会社の連結子会社化、
国内米菓の協業

（株）タイナイ買収、
新規ベンチャー投資

● 戦略投資ポートフォリオ
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中期経営計画

中期経営計画 「Changing gears 2023」の概要

　当グループを取り巻く環境は、今後、大きな変化が見込まれます。世界的な人口増加の流れの

中、米国、アジア圏での事業機会の広がりが見られ、お客様の健康・環境意識の高まりも相まって、

私たちが提供する価値も変えていく必要があります。こうした観点から、2030年度のありたい姿

からバックキャストで2023年度を描く中期経営計画を策定しました。

　当グループはかねてより、目指すべき姿を「グローバル・フード・カンパニー」と定めていますが、

本中期経営計画では、さらなる企業価値向上に向けて、お客様価値の提供を通じて “あられ、お

せんべいの製菓業”から“Better For Youの食品業”へと進化させるべく取り組んでいます。

　当グループが加工を得意とするお米は、アレルギー対応などで無限の可能性を秘めています。

また、培ってきた技術は、他の穀物にも応用可能であり、社会課題の解決に寄与できるものと考

えています。

　具体的には、国内米菓事業のさらなる拡大を図りつつ、海外事業、食品事業を飛躍的に拡大す

ることで、右図に示す事業の三本柱を確立し、企業価値の向上を図っていきます。

中期事業戦略の方向性

戦略解説

Better For You 
KAMEDA

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、
“Bet te r  For  You ”の食品企業としてビジョンを実現

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

シェア圧倒的ナンバーワン

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

プラントベースドフードの
拡大

MGC※1／THF※2

米国ブランド確立

製造原価率45％の実現 米菓のスナック化への
チャレンジ アレルギー対応、長期保存食

植物性乳酸菌、新規技術開発海外拠点クロスボーダーの
さらなる強化

お米以外の素材を含む
商品開発

国内

事業間相互連携
国内・北米・アジア

2023年度  中期戦略
● 国内米菓圧倒的ナンバーワン
● 米国事業の飛躍的拡大
● Bet ter  For  You 食品の拡大

2023年度
成長可能性
好機を活かした成長

「Changing gears 2023」
中期経営計画期間 さらなる企業価値の向上

2030年度

2023年度  オポチュニティ
● 米国事業の飛躍的拡大
● M&A、協業の実行            

2030年度
● 国内菓子系食品大手水準の
企業価値

● 国内米菓とそれ以外
50：50の事業構成比

亀田製菓

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

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 国内経営指標
単位 2020年度 2023年度

連結営業利益 百万円 5,620 8,000

営業利益率 % 5.4 7.0

EBITDA 百万円 10,306 13,900

EBITDAマージン % 10.0 12.1

ROE % 8.6 9.4

海外売上高比率
（総事業規模） % 26.1 30.0

※収益認識会計基準適用前

※1 Mary’s Gone Crackers, Inc.
※2 TH FOODS, INC.
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2021年度の主な施策

　中期経営計画にもとづき、2021年度は、将来を見据えた構造

改革の一年と位置づけています。グループ経営の強化に向けて、

事業および商品の両面から選択と集中を行い、成長基盤を整備

しその成果を導き出していきます。さらには、海外事業および食

品事業の事業領域を拡大することで、持続的な成長機会の獲得

に向けた取り組みを進めています。

　国内米菓事業は、米菓業界におけるリーディングカンパニーの

地位をより強固にするため、商品を起点に新規顧客の開拓や新

振り返りと課題認識

商品の育成に注力するとともに、それら施策との連動を意識し

た効率的な販売体制の構築や、新規設備投資などを通じたコス

ト競争力の強化に取り組んでいます。また、社会変化を踏まえ、

環境配慮型商品を拡充することで、事業成長を通じた社会への

貢献にも取り組んでいます。

　海外事業は、Mary’s Gone Crackers, Inc.の販路開拓によ

る売上拡大と工場稼働の安定化により、北米におけるさらなる飛

躍を目指しています。また、タイ子会社の再編を推し進めること

で、Singha Kameda （Thailand） Co., Ltd.の早期の収益性

改善を図り、海外事業セグメントの赤字幅の縮小に取り組んでい

ます。

　食品事業は、長期保存食を扱う尾西食品株式会社において、

買い替え需要サイクルの捕捉に向けて新商品ラインアップの拡

充を図るとともに、官需から民需への販路拡大に取り組むこと

で、前年度の特需の反動減を抑制しています。加えて、アレル

ゲン28品目不使用の米粉パンや、健康とおいしさを両立する玄

米パンの拡充、プラントベースドフードへの取り組み強化など、

グループシナジーを追求することで、将来の成長を確かなもの

にしていきます。

戦略解説

計画からは遅れが見られるものの、 
海外事業の構造改革・食品事業の拡大により、 

売上高・営業利益ともに着実に伸長

振り返り

・三本柱の確立
・グループシナジーの創出
・環境変化に迅速に対応できる経営基盤の強化

課題認識

国内米菓事業 コロナ禍によりグループ会社が苦戦するも、 
主力ブランドの伸長により、売上高・営業利益ともに伸長

・商品ポートフォリオの再構築および新商品の育成
・製造原価の低減
・販売生産性の向上

海外事業 構造改革により、 
売上高・営業利益ともに拡大

・北米事業の拡大
・アジアにおける現地販売事業の強化
・クロスボーダー取引の拡大

食品事業 食品業への本格展開を目指し、 
事業領域を拡大

・長期保存食の需要拡大
・アレルギー対応食品の強化
・プラントベースドフードの拡大

事業領域の拡大と
経営基盤の強化

構造改革による
課題のブレークスルー

セグメント全体での
収益事業化

成長戦略の実行

連結連結
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国内米菓事業

戦略解説

■ 事業概況
新型コロナウイルス感染症の流行によりお客様の生活様式や価値観が大幅に変
容したことから、百貨店向け商品や土産物を扱うグループ会社において需要の
減少があった一方で、家飲み需要や健康志向は定着しつつあり、同感染症の収
束後もこの需要は継続すると見込んでいます。
今後も、さまざまな環境変化が予測されますが、筋肉質な経営体質と多様な 

グループ会社体制・商品ポートフォリオにより、お客様価値を創造し持続的な
成長を果たしていきます。 ※出所：全日本菓子協会資料

2,8162,730 2,8562,778

2016 2017 2018 2019 2020

2,796

（年度）

市場規模
（億円）

5,6985,918

81,67583,270

5,800

売上高

2016 20182017 2019 （年度）2020

79,73279,234 80,323

5,878 5,070

営業利益

売上高／営業利益
（百万円）

1. 国内米菓市場シェアナンバーワン（2020年度 36.4％※）
     1957年設立と米菓メーカーとしては比較的後発であったものの、それまで家内制手工業的で

あった米菓の生産を他社に先駆けていち早く工業化し、全国に流通網を築いたことで事業を

急速に拡大させてきました。国内米菓市場において1975年に売上高日本一となって以来、多

様化する消費者のニーズを捉え、時代に合わせた商品開発を行うことで45年以上トップを走り

続けています。
※出所：株式会社インテージSRI+

2. 多種多様な流通への対応
      百貨店向け商品はとよす株式会社、テーマパーク向け商品や土産物はアジカル株式会社、高

価格帯スーパーマーケット向け商品は株式会社日新製菓と、チャネルや価格帯の異なる商

品をグループ会社間で補うことで、多種多様な流通への幅広い対応を実現しています。

● 国内米菓市場シェアナンバーワン
● 商品開発力
● ブランド力

● 食シーンの多様化
● 健康志向の高まり

● 家飲み需要の定着

● 若年層へのアプローチ
● 変化に対応した柔軟な供給力

● 原材料価格の高騰
● 競合他社からの価格攻勢

● 糖質への懸念
● 人口減少による購買層の減少

● 安全・安心（品質保証）
● 多種多様な流通への対応

● 主力ブランドの構成比の高さ
● 季節変動の大きさ

強み

機会

弱み

脅威

国内米菓事業における亀田製菓の強み
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戦略解説

注力する取り組み

シェア圧倒的ナンバーワンへの取り組み

　商品面においては、揚米菓・うす焼など成長しているカテ

ゴリーへの新商品投入による需要喚起や、つまみ系・ソフ

トせんべいなど当社が得意としているカテゴリーにおける既

存商品のリニューアルなどにより、付加価値の高い商品の供

給に取り組んでいます。また、お米とお米以外の素材を掛け

合わせる素材ハイブリッド型商品の創出などにより、新たな

お客様の獲得を目指しています。

　販売面においては、SNSやPOSデータなどの活用および

モーションボード・SFA※1の導入によりデジタル技術を活か

した提案型営業の推進、クロスマーチャンダイジングの促進

による食シーンの提案に積極的に取り組んでいます。また、

選択と集中の観点から、重点企業・チェーンとの取り組みを

より強化することで、効率的な費用執行に努めています。

　商品、販売の両面より競合他社との差別化を図ることで、

さらなるシェア向上への取り組みを進めていきます。

製造原価率の低減

　製造原価率45%の実現に向けて、設備投資による生産性

向上と現場改善の両輪で取り組みを進めています。

　従来の米菓とは異なる製法・設備の導入・組み合わせに

より、リードタイムの削減やエネルギーコストの抑制、必要

人員の効率化などを得られる革新工程の導入については、

2021年度下期よりテスト稼働を予定しており、製造原価

率を低減するうえで重要な施策と位置づけ、順次水平展開

していきます。また、米菓製造における上流工程の集約など、

既存ラインの効率化も進めています。

　足元では、新型コロナウイルス感染症拡大により供給責

任を果たすため、生産量の確保に全力を挙げていますが、

並行して現場改善も進めています。

筋肉質な経営体質の構築

　新型コロナウイルス感染症拡大による外出自粛や移動制

限により、テーマパークなどの特定チャネル向け商品や土産

物を扱うアジカル株式会社、百貨店向け商品を扱うとよす

株式会社は、2020年度上期において売上高の急減に見舞わ

れ業績面で大きな影響を受けました。影響の長期化を見据

え、とよす株式会社については不採算店舗の閉店および大

手GMS※２への売り場の拡大、アジカル株式会社については

一般スーパーマーケットチェーンへの売り場の拡大など 

新たな販路開拓と固定費の抑制により、筋肉質な経営体質

の構築のための取り組みを推し進めました。

　同感染症の収束後も、お客様の生活様式や消費スタイル

は完全には戻ることはないとの認識のもと、あらゆる変化に 

対応できる体制づくりを進めていきます。
※1 SFA（Sales Force Automation）：営業支援システム
※2 GMS（General Merchandise Store）：大規模小売店・量販店

1. 事業環境認識
     日本国内における人口減少により米菓市場自体の伸びは鈍化

している一方で、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によ

り、家飲み需要や健康志向が定着し、消費者ニーズの多様化

が進んでいます。

2. 重点項目の進捗、課題
     商品ポートフォリオ再構築および営業改革は着実に進捗。 
生産改革についても、新型コロナウイルス感染症拡大により供

給優先に舵を切ったことから、原価改善には若干の遅れがある

ものの、生産体制の再構築など着実に取り組みを進めています。

3. 今後の方針
     製造原価率の低減を着実に進めるとともに、工程革新を推進

することにより原価率を抑制し、商品開発・営業において 

付加価値の高い商品を提供・販売することで利益の拡大に

取り組んでいます。

事業環境認識と中期経営計画の進捗
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海外事業

戦略解説

1. 健康志向の高まり×日本ナンバーワン米菓メーカーとしての知名度
     トレンドであった健康志向が若年層を中心に新たな価値観として定着し、グルテンフリーや日

本食が世界的に注目を集める中で、当社は、その価値観に合致する米菓を扱う日本ナンバー

ワン米菓メーカーとして、確固たる地位を築いています。

2. 幅広い商品ポートフォリオ×現地化による商品展開力
      当社が保有する多彩な商品ポートフォリオをベースに、食感・味つけ・量産化に関する技術を

活用することで、海外拠点において安全・安心な商品づくりはもちろん、各国のお客様に受

け入れられる商品づくりを実現しています。

■ 事業概況
世界的な人口増加や健康志向の高まりを背景に、米菓およびBetter For You

食品に対する需要は確実に増加しており、成長事業領域であると認識していま
す。経営課題であった北米事業の黒字化にもめどが立ち、タイ子会社の再編に
よる収益改善、カンボジア子会社の垂直立ち上げなどにより収益基盤が確立し
つつあります。今後は、北米事業のさらなる成長に加え、クロスボーダー取引や、
現地販売事業の拡大などを軸に、事業の拡大を進めます。

△1,578△1,279

8,5037,892

△1,211

売上高

2016 20182017 2019 2020（年度）

7,4487,606 7,120

△534 △376

営業利益

売上高／営業利益
（百万円）

● 国内での研究・知見を活かした商品開発
●  日本ナンバーワン米菓メーカーとしての
知名度

● 健康志向の高まり
● 世界的な人口の増加

● 和食文化への評価の高まり

● 海外の食に関する知見の不足  

●  原材料価格の高騰、食品に対する 
規制の強化

●  グローバル・サプライチェーン 
の分断と地産地消の加速

● 海外資本とのパートナーシップ
● 商品ポートフォリオ  

●  海外におけるマーケティング・ 
商品開発人材の不足

強み

機会

弱み

脅威

海外事業における亀田製菓の強み

31,26231,037
34,36633,436

海外売上高（総事業規模） 海外売上高比率（総事業規模）

2016 2017 2018 2019 2020

25.3%25.5% 26.5% 26.4% 26.1%26.1%

32,553

（年度）

海外売上高／海外売上高比率（総事業規模※）
（百万円）

※持分法適用会社を含む
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戦略解説

北米事業のさらなる成長

　Mary’s Gone Crackers, Inc.については、2018年の工場

移転完了による生産工程のオートメーション化に成功しまし

た。加えて、グルテンフリー市場の拡大に伴う需要の増加とナ

チュラル系のスーパーから一般のスーパーへの販路拡大によ

り、2020年度に黒字化を実現しました。米国のグルテンフリー

市場は、長期的な拡大が見込まれており、米国の伝統的なお

菓子であるグラハムクラッカーにMary’s Gone Crackers, 

Inc.の技術を融合した商品など、さらに付加価値の高い商品を

市場に投入していくことで持続的な成長を目指します。

　KAMEDA USA, INC.については、伝統的な米菓を現地

に根づかせることを目的に、米国大手スーパーマーケット

チェーンとの取引を強化し、グループ間におけるクロスボー

ダー取引を活用することで、米菓の世界進出とグループシナ

ジーの創出に向けて重要な役割を果たしています。

　TH FOODS, INC.については、2020年に株式の追加取

得を実施し、議決権割合は50.0%となりました。今後は、 

これまで以上に米菓関連の製造技術やノウハウを提供するこ

とで、同社の新商品開発や生産性の向上を図っていきます。

アジアにおける現地販売事業の強化

　現在、中国・ベトナム・インドにおいて現地販売を行って

います。今後の経済成長を見据えると、アジア地域における

米菓の市場ポテンシャルは非常に大きいものと認識してい

ます。

　中国については、市場規模は大きいものの、これまで主に

日本国内向け商品パーツ供給に力点を置いていたことから

マーケットシェアも限定的でしたが、今後はマーケティング

活動の強化およびリソースの投入により、シェアの拡大に向

けて取り組んでいきます。

　ベトナムについては、すでに高いシェアと収益性を獲得し

ているものの、市場は引き続き伸長していくものと考えてお

り、連結子会社化によるシナジーの創出により、さらなる成

長を目指していきます。

　インドについては、新型コロナウイルス感染症拡大による

影響を受けたものの、おおむね計画どおり進捗しており、今

後は新商品開発など事業の拡大を進めていきます。

　また、子会社の再編が完了したタイにおいても、同国の市

場は大きなポテンシャルを有していると考えており、合弁

パートナーとともに市場参入の検討を進めています。

クロスボーダー取引の拡大

　現在、米国大手スーパーマーケットチェーンへのOEM供給

や、タイやカンボジアから豪州への輸出など国をまたぐ柔軟な

供給体制を構築しています。今後はこのような取り組みを拡大

し、製造国と販売国の組み合わせを増やすことで商品ポート

フォリオを充実させ、生産量拡大を通じてさらなる成長を目指

します。将来的には、各国のお客様に受け入れられる商品を

開発、供給することで、世界の市場に亀田製菓グループの掲げ

る「健康」「おいしさ」「感動」を提供していきます。

1. 事業環境認識
     世界的な人口の増加や所得水準の上昇に加え、新型コロナ

ウイルス感染症拡大に伴い、免疫意識や健康志向の高まりな

ど、価値観の変化は加速していくものと認識しています。

2. 重点項目の進捗、課題
     北米事業の黒字化およびタイ子会社の再編などを達成し、セ

グメントの黒字化に向け、さらなる収益化を目指し取り組

みを進めています。

3. 今後の方針
     健康志向の高まりを確実に捉えるとともに、北米事業のさら

なる成長およびクロスボーダー取引の拡大、アジアにおける現

地販売事業の拡大により、海外事業の拡大を進めていきます。

事業環境認識と中期経営計画の進捗

注力する取り組み
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食品事業

戦略解説

1. 防災食品（米飯類）市場シェアナンバーワン
     尾西食品株式会社は、アルファ米や米粉めん、パン、ライスクッキー、『災害食用ハイハイン』

など主食からおやつまで幅広いラインアップを提供しています。同社は防災食品（米飯類）市

場においてトップシェアを誇っており、アレルギー対応商品やハラル対応商品など、誰もが安心

して食べることができる食のバリアフリー化を目指しています。

2. お米由来の植物性乳酸菌
      整腸作用と肌の保湿効果のある「K-1」、アトピー性皮膚炎や花粉症への抗アレルギー作用と

抗インフルエンザ作用のある「K-2」の2つの植物性乳酸菌を保有しています。これは長年に

わたるお米の研究により生まれたお米由来の植物性乳酸菌で、死菌のため耐熱性が高く、さ

まざまな食品への配合が可能です。現在は、日本国内において青汁やサプリメントメーカー向

けの原料供給を中心に、さらなる事業拡大に向け海外展開を進めています。

■ 事業概況
食生活による環境負荷への関心や、防災意識、健康志向の高まりに対し、当グ
ループの扱う長期保存食やプラントベースドフード、植物性乳酸菌などは、そう
したお客様のニーズに合致するものであると考えています。2030年度に製菓業
から食品業への進化を目指すにあたり、食品事業を国内米菓事業、海外事業と
並ぶ3本目の柱とするべく、企業価値向上に資するシーズの獲得から育成を進
め、早期の成長事業化に向けて取り組んでいます。

長期保存食
78.9%

低たんぱく米・
おかゆ
9.6%

米粉パン・玄米パン
1.3%

プラントベースドフード 0.3%

植物性乳酸菌
4.9%

その他
5.0%

2020年度

事業別売上高構成比

424
615

6,222
5,345

490

売上高

2016 20182017 2019 （年度）2020

4,9995,176 5,409

198
533

営業利益

● お米および植物性素材に関する知見
●  防災食品（米飯類）市場シェアナンバーワン

● 気候変動に対する意識の高まり
● 健康志向の高まり

● 食の多様化
● 食物アレルギー患者数の増加

● 原材料調達における競争力  

● 原材料価格の高騰 ● 競争の激化

●  米菓製造で培った 
食感および味つけ技術

●  特定業界・特定顧客への 
依存度の高さ

強み

機会

弱み

脅威

食品事業における亀田製菓の強み

売上高／営業利益
（百万円）
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注力する取り組み

戦略解説

アレルギー対応食品への取り組み

　日本国内の食物アレルギー患者数は年々増加傾向にあ

り、アレルギー対応食品へのニーズは高まっています。当グ

ループでは、幼児用米菓『ハイハイン』や、尾西食品株式会

社のアルファ米、ライスクッキーなどアレルギー対応食品へ

の取り組みを進めてきました。2019年には植物性代替肉や

玄米パンを扱う株式会社マイセンおよび株式会社マイセン

ファインフード、2021年にはアレルゲン28品目不使用の

パン工場を保有する株式会社タイナイをグループ会社化し、

商品ラインアップの拡充を図っています。グループ間の連携

強化を図り、グルテンフリー食品への需要が高まる海外へ

の展開についても、シナジーの創出により積極的に取り組ん

でいきます。

プラントベースドフードへの取り組み

　世界的な人口の増加や気候変動に伴う食糧問題、畜産業

による環境負荷への懸念の高まりを背景に、動物性の原

料を使用しないプラントベースドフードが注目を集めていま

す。中でも、植物性代替肉は年々その市場規模が拡大してお

り、世界的なトレンドとなっています。株式会社マイセンを中

心にBtoCビジネスを展開していますが、今後、加工食品開

発を進めることでBtoBビジネスの拡大を目指すとともに、

米菓製造で培った食感・味つけ技術を活かし、よりおいしく、

食べやすい商品の開発を進めていきます。また、現在展開す

るドライ品は比較的長期間の保存が可能な半面、湯戻しが

必要になることから、お客様の簡便・即食ニーズに合わせ

ウェット品の開発にも取り組んでいます。

お米総合研究所における取り組み

　現在は、植物性乳酸菌や米タンパク質、米ペプチドなどの

各種機能性素材およびプラントベースドフード、米粉パンに

関する研究を中心に行っています。アレルギー表示対象品目

ではないお米から抽出した米タンパク質を原料とした植物性

代替肉は、大豆を原料としたものよりも付加価値が高く、競

争が激化する植物性代替肉市場においても競争優位性を見

出せるものと考えています。また、米タンパク質を酵素分解

して得られる米ペプチドについても、その機能性に着目し、

大学などの外部機関とともに研究を進めています。大豆ベー

スの植物性代替肉の食感改良研究や、米粉パンの保存性向

上研究など、既存商品についても、より付加価値を向上させる

ための研究により、グループシナジーの創出に寄与しています。

1. 事業環境認識
      食の多様化が進むとともに、気候変動や食生活が生み出す環

境負荷に対するお客様の意識は確実に変化しており、プラン

トベースドフードやアレルギー対応食品などへのニーズは今

後さらに増加するものと認識しています。   

2. 重点項目の進捗、課題
      長期保存食や機能性素材（植物性乳酸菌等）などの既存事業

の強化に加え、プラントベースドフードやアレルゲン28品目不

使用の米粉パン・玄米パンなどシーズの獲得を通じて、商品

ポートフォリオの拡充を進めています。

3. 今後の方針
      プラントベースドフードおよび米粉パン・玄米パンの早期の

収益事業化に取り組むとともに、販売・商品開発面でグルー

プシナジーの創出を図ることにより、事業の拡大に取り組ん

でいます。

事業環境認識と中期経営計画の進捗
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