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価値を創造し続けられる強い事業構造への変革に取り組む
2017-2019 中期経営計画レビュー

前中期経営計画では、顧客の課題に対して他社にない解決
策を提案し、競争優位にあるものが前進しました。具体的
には、メニュー用調味料や生活様式の変化に対応した食品
が伸び、健康という軸を捉えて、アジアン冷凍食品や機能
性表示食品等が大きく伸長しました。一方、基礎・風味調味
料は、世界No.1の市場シェアを達成したものの、成長は鈍
化しました。また、構造改革に全力で取り組みつつも結果を
残せていない事業や、長期にわたって収益が横ばいや微減
の事業もあります。近年進めてきたM&Aによる資産の増
加もあり、資産効率の低下も課題となっています。これらの
課題に対処するため、2019年度を新中期経営計画の準備
の年と位置付け、重点事業への選択と集中や構造改革へ

構造改革
2020-2022年度 フェーズ1

再成長
2023-2025年度 フェーズ2

新成長モデルの構築
● 個々人の健康課題を解決する事業の構築

食と健康のエコシステムによる単価向上

ライフスタイルに対応したおいしさ追求による単価向上

● うま味によるおいしい減塩 等

● ライフスタイル変化を捉えた隣地拡大
● 製品／ブランドの不断の改訂 等

効率性・成長性の高い事業ポートフォリオへの再構築
● 非重点事業の再編とその他事業の見極め

● 重点事業への経営資源集中

● 20-22年度で見極めた事業の再編

P.51 セグメント別成長戦略へ

P.50 ポートフォリオの
再編へ

人財への投資、課題解決型組織への変革
● 生産性向上に向けた人財投資
● 課題解決力の強化に向けた従業員エンゲージメント・多様性の向上と働き方改革

P.57 人的資産の強化へ

ROIC

オーガニック成長率（前年比）

重点事業売上高比率

従業員エンゲージメントスコア
（「ASVの自分ごと化」）

単価成長率（前年比）
（海外コンシューマー製品）

FY19
（実績）

重点KPI
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80%

80%

3%

13%

5%

80%～

85%～

3%

FY25
（目標）

効率性高く成長できる収益構造

健康を軸とした生活者への提供価値向上

人財と組織のマネジメント変革

2020-2025 中期経営計画基本方針

健康を軸とした
生活者への提供価値向上

DX推進

● ROIC　　● オーガニック成長率　　● 重点事業売上高比率　　● 従業員エンゲージメントスコア
● 単価成長率

効率性高く
成長できる収益構造

人財と組織の
マネジメント変革

重点KPI

食と健康の課題解決へあらゆる経営資源を集中

無形資産の強化 有形資産の強化

「2020-2025中期経営計画」のセクションで示しているのは2020年2月に発表した中計の内容です。その後、新型コロナウイルス感染
拡大により、2020年度業績予想に大きなマイナス影響が生じました。
新型コロナウイルスとの闘いの中で、消費行動にも変化が生じており、「健康志向」「在宅」に関する需要が急伸しています。味の素グ
ループは、“健康的な新しい生活”に向けた追加施策を講じ、事業モデル変革、全社オペレーション変革を着実に進めることで、2022年
度にはオリジナルの目標の達成を目指します。

の体制整備のためのアセットライト化施策を前倒しで進め
ました。

グループ全体でDX推進による生産性向上を実現

2020-2025中期経営計画

全体像とKPI
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「2020-2025中期経営計画」のセクションで示しているのは2020年2月に発表した中計の内容です。その後、新型コロナウイルス感染
拡大により、2020年度業績予想に大きなマイナス影響が生じました。
新型コロナウイルスとの闘いの中で、消費行動にも変化が生じており、「健康志向」「在宅」に関する需要が急伸しています。味の素グ
ループは、“健康的な新しい生活”に向けた追加施策を講じ、事業モデル変革、全社オペレーション変革を着実に進めることで、2022年
度にはオリジナルの目標の達成を目指します。

の体制整備のためのアセットライト化施策を前倒しで進め
ました。

グループ全体でDX推進による生産性向上を実現

2020-2025中期経営計画

中計期間を2つに分け、前半をフェーズ1「構造改革」、後半
をフェーズ2「再成長」としています。「食と健康の課題解決」
へあらゆる経営資源を集中し、「人財と組織のマネジメント

詳しくは「コーポレート・ガバナンス」P.65-66をご覧ください。

変革」「健康を軸とした生活者への提供価値向上」「効率性
高く成長できる収益構造」に取り組むことで、持続的に成長
できる事業構造へ変革します。
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2020-2025中期経営計画

成長ドライバー ： 食と健康の課題解決を通じて生活者への提供価値を向上

ある東南アジアや南米では、健康関連支出が高所得・上位
中間所得層を中心に増加することが見込まれています。
既存製品の品質向上を軸に、健康訴求製品等、付加価値の
高い製品の投入を推進することで成長回帰を図っていき
ます。

なお、新型コロナウイルス感染症に関しては、徐々に社
会・経済活動の再開ステージに入ってきましたが、様々な影
響は長引くものと考えられます。人々のこころとからだの健
康が脅威にさらされた今だからこそ、中期経営計画の構造
改革を止めることなく、顧客視点を軸とした新たな価値創
出に注力し、世界中の生活者の健康に貢献していきます。

2020-2025中期経営計画における成長ドライバーは、
「食と健康の課題解決」です。これまで、例えばコンシュー
マー食品の製品開発やマーケティングであれば、地域ごと
の「おいしく簡便な食」の追求が戦略の中心でした。今後
は既存の領域に加え、課題先進国の日本で磨いた「減塩」

「勝ち飯®」等の健康課題解決を提供価値として、一部の国・
地域のみならずグローバルに展開していきます。

食と健康の課題解決を成長ドライバーにした背景には、
高齢化等に伴い、食と健康に関する課題が世界中で増大
し、味の素グループが貢献できる市場が広がっている点が
挙げられます。特に、当社グループの主要事業展開地域で

成長ドライバーの再定義
～2010年代

提
供
価
値

提
供
価
値

生活者のニーズの拡大 生活者のニーズの拡大

提供価値

成長
ドライバー

2020年代～

「おいしく簡便な食」へのニーズの拡大

新興国における経済発展がドライバー 
• 経済先進国の日本の知見を、
 東南アジアや南米に展開

栄養摂取

簡便おいしさ 安全・安心

栄養摂取

スマートな食 環境/持続性

簡便おいしさ 安全・安心

既存領域に上乗せして取り組む提供価値

「食と健康の課題解決」

健康寿命の延伸が、
高齢化する社会においてより重要に

経済発展や都市化が進むとともに、
ライフスタイルが変化し、価値観が多様化
• おいしく簡便な食に加え、スマートな食や環境/持続性を重視

「食と健康の課題解決」を新たなドライバーに 
• 課題先進国の日本で磨いたモデルを、グローバルに展開
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2020-2025中期経営計画

事業ポートフォリオを再編し、重点事業による価値創造に注力

の価値創出を加速します。
非重点事業は2020-2022年度のフェーズ1で再編を

完遂し、資産の転用または撤退・売却を進めます。加えて
効率性・成長性に課題がある事業をフェーズ1で見極め、
2023-2025年度のフェーズ2で見極めの結果に応じて
対処します。これら6年間での取り組みを通じて、健全な
事業ポートフォリオへの再構築を図ります。

2020-2025中期経営計画では、資本効率向上および持
続成長のための収益構造変革として「重点事業への経営資
源の集中」を徹底します。重点事業と位置付けているのは、
資本コストを上回るROICと成長性を基準に「調味料」「栄
養・加工食品」「冷凍食品」「S&I（加工用調味料）」「ヘルスケ
ア」「電子材料」の6つです。これら重点事業において成長回
帰と新事業創出に注力し、社会課題の解決に貢献するため

ポートフォリオ再編と重点事業における価値創造

効率性
資本コスト（事業ごと）

低 高

低

高

成
長
性

● 調味料 ● 栄養・加工食品
● S&I（加工用調味料）
● 冷凍食品 ● ヘルスケア  ● 電子材料

● 調味料・食品の一部

● ヘルスケアの一部
● 動物栄養（スペシャリティ）

重点事業効率性検討事業
(見極め)

成長戦略再構築事業
(見極め)

● 動物栄養（コモディティ）
● MSGの一部　● 冷凍食品の一部

非重点事業

調味料

栄養・加工食品

栄養バランスの取れた、多様な
メニューとスマート調理を実現する

すぐに食べられる食品、飲料で、生活者の
こころの安らぎ、健康な生活を支える

冷凍食品 誰でも手軽に、プロの味、異なる食文化を
実感できる多様なライフスタイルを支える

S&I 顧客と共に、健康、人手不足、
食資源の課題を解決する

ヘルスケア 健康リスクの評価技術で予防・治療を
通じて貢献する

電子材料 顧客と共に、デジタルが実現する
より快適な生活を支える

重点事業

うま味による
おいしい減塩

慢性疾患の
リスク低減・
予防・治療に
貢献する

健康的に
歳を重ねる
人を増やす

個々人の
食習慣・栄養改善

スマートな食生活
ライフスタイル

スマートで
快適な生活を
実現する

環境負荷が低く
持続可能な

製品づくりをする

地域・地球
との共生
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