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グループ全体でのDX推進による生産性向上

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

人財と組織の
マネジメント変革

無形資産の強化 有形資産の強化

● 動物栄養（コモディティ）の事業構造改革を完了
● 加工用MSG（外販用事業）の縮小施策進行中
● 冷凍食品において、日本の業務用製品の不採算
アイテムの縮小、北米では高収益のアジアンカ
テゴリーへのシフトが進展

● 当社グループの減塩技術を使った「Smart Salt
（スマ塩）」プロジェクトの立ち上げ

● 味の素グループ栄養プロファイリングシステム
（ANPS）を活用した製品改訂による栄養価値
向上

● 従業員エンゲージメントスコア（「ASVの自分ご
と化」）の向上（55％→64％）

● ビジネスDX人財育成プログラムの実施*2
認定者数：延べ803名、従業員比率25％

● 国内営業部門向け栄養リテラシー教育の実施*2
受講者数：460名、国内営業部門の従業員比率
75％

● 顧客へのソリューションサービス
への転換

● 事業資産の効率化によるコスト
改善および生産性向上

● アセットライト化の継続推進

● 国内外での「スマ塩」プロジェク
トの展開加速に向けた地域内連
携の加速

● 当社グループの調味料を用いて
作った料理の栄養価値を可視化
する技術の開発

● CEOや経営トップとの対話、個
人目標発表会の海外グループ会
社への展開

● デジタル・栄養リテラシー教育
のグループ会社への拡大

● 環境に関する教育プログラムの
導入

*2 味の素(株)のみ

2020年度の成果 再成長に向けた課題・施策

効率性・成長性の高い
事業ポートフォリオ
への再構築

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

人財への投資、
課題解決型企業
への変革

人財と組織のマネジメント変革

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

け、6年をかけて持続力のある事業構造への変革を目指し
ます。さらに、それらをデジタルトランスフォーメーション

（DX）でバックアップし、戦略遂行を加速させます。
重点KPIとしては、効率性の観点からROIC、成長性の観

点からオーガニック成長率、それらにつながる重点事業売
上高比率、従業員エンゲージメントスコア、単価成長率の５
つを設定しています。

また、「事業戦略を作るプロセスの変革」にも取り組んで
おり、その一環として2020年度は、新型コロナウイルス感
染拡大の影響を踏まえた重点事業の中期経営計画の修
正・補強を実施したほか、戦略遂行の意思決定プロセスを
改善しました。

味の素グループは、「食と健康の課題解決」に向けて経
営資源を集中するという方針のもと、中期経営計画におい
て「人財と組織のマネジメント変革」「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
取り組んでいます。

2020年に再定義した企業価値の考え方に基づき、人財
へ積極的に投資することで、人財が生み出す顧客資産を強
化し（無形資産）、これを財務資産（有形資産）の強化につな
げ、また人財資産に還元する企業価値向上のサイクル

（P.26参照）を回していきます。
本中期経営計画では、2020-2022年度をフェーズ1「構

造改革」、2023-2025年度をフェーズ2「再成長」と位置付

2020-2025中期経営計画の全体構造と進捗

食と健康の課題解決へ、あらゆる経営資源を
2020-2025中期経営計画の2年目に入りました。事業ポートフォリオの再構築、
従業員エンゲージメント向上の取り組み等は順調に進捗しています。初年度の課題を整理し、
味の素グループ一丸となって2030年の目指す姿「食と健康の課題解決企業」の実現を目指します。

2020-2025中期経営計画の基本方針

重点KPIのうち、ROICは構造改革による減損損失を織り
込み、順調に進捗しました。オーガニック成長率は、調味料・
食品や冷凍食品の業務用製品や北米のバイオファーマ
サービス等が新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、
伸び悩みました。重点事業売上高比率は、動物栄養の事業
構造改革等の成果が2021年度の数字に表れる予定です。
海外コンシューマー製品の単価成長率は、製品ミックスの

改善が寄与し、計画通りに進展しています。財務目標の先
行指標となる従業員エンゲージメントスコアは、「ASVの自
分ごと化」への取り組み等が奏功し前年より改善したもの
の、まだ改善の余地があると見ています。

もう一つの先行指標であるコーポレートブランド価値
は、対前年119%とV字回復しました。

2020年度の進捗
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2020-2025中期経営計画の全体構造と進捗

FY19（実績） FY20（実績） FY22（目標） FY25（目標） FY30（ゴール）

ROIC 3.0% 6.9% 8% 10-11% 13%

オーガニック成長率（前年比） 0.3% ▲0.6% 4% 5% 5%

重点事業売上高比率 66.5% 66.6% 70% 80% 80% ～

従業員エンゲージメントスコア
（「ASVの自分ごと化」） 55% 64% 70% 80% 85% ～

単価成長率（前年比）
（海外コンシューマー製品） 約5% 2.8% 2.5% 3% 3%

重点KPI

FY19（実績） FY20（実績） FY22（目標） FY25（目標） FY30（ゴール）

780 926 ―  ― ―

コーポレートブランド価値*1

（百万USD）

*1 インターブランド社調べ。「Best Japan Brands」公表数値。

2020年度の成果と課題
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2020年度ビジネスDX人財認定　803名（25%）*

CEO

経営会議

食
品
事
業
本
部

ア
ミ
ノ
サ
イ
エ
ン
ス

事
業
本
部

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
本
部

事業モデル変革
タスクフォース

全社オペレーション
変革タスクフォース

DX推進委員会

推進主体

実
行
主
体

顧客・社会を起点とした価値提
供を個人、組織、全社レベルで
目指し、合理的な意思決定のも
と、オペレーションを推進して
いる

DX2.0

エコシステム変革
パートナーとの協働を通じ、生
活者のインサイトを踏まえた製
品を、欲しい時間・場所で提供
している

DX3.0

事業モデル変革
ASVを起点とし、クリティカル・
シリアス領域の課題をアミノ酸
のはたらきを軸にして解決して
いる

DX4.0

社会変革
経済価値と社会価値の両輪か
ら業界全体の底上げをし、生活
者、関連業界へASVのデモンス
トレーションができている

全社オペレーション
変革

DX1.0

ASVエンゲージメントを高めるマネジメントサイクル

起業家育成プログラム
ベンチャー協業プログラム 事例共有

エンゲージメントサーベイ

個人目標発表会

ASVの自分ごと化
個人の能力開発

参加型研修イベント

CEOとの対話 本部長との対話

栄養／環境／
デジタルリテラシー向上

ASVアワード

成果評価

アクセラレータープログラム

理解
納得

共感
共鳴

実行
実現プロセス

モニタリング
改善ASV

エンゲージメント向上
企業価値
向上

応募
選考

組織・個人目標設定

* 味の素(株)の人数と、全従業員数に対する割合

CIO

CXO

CDO

従業員の25%に該当する延べ803名が認定を取得しまし
た。国内外のグループ会社においても順次、育成カリキュ
ラムの導入準備・開設を進めています。

味の素グループにおけるあらゆるバリューチェーンを対
象としたＤＸの推進とその横断的な統括を目的とし、CDO

（Chief Digital Officer）がリーダーを務めるDX推進委員
会を設置しています。

また、DX1.0「全社オペレーション変革」とDX3.0「事業モ
デル変革」を遂行するためにCEO直轄のタスクフォースを
立ち上げ、それぞれCXO（Chief Transformation Officer）
とCIO（Chief Innovation Officer）が統括し、CEOのもと、
CDO、CIO、CXOが一丸となって2つの事業本部、コーポ
レート本部をサポートしながら変革を進めています。

DXを実践するのは一人ひとりの従業員であることから、
2020年度に「ビジネスＤＸ人財」「システム開発者」「デー
タサイエンティスト」の育成を開始しました。外部からの登
用による補強も行っています。

特に「ビジネスDX人財」については、味の素（株）において
2020-2022年度の3年間で100名体制を目指して初級・
中級・上級の教育プログラムを開始したところ、2020年度は

変革のためのDX推進

DX推進体制

ビジネスDX人財育成

「食と健康の課題解決」を推進するDX
味の素グループは、「食と健康の課題解決企業」への変革を遂げるべくデジタルトランスフォーメーション

（DX）を強力に推進しており、これを通じて市場競争力、効率性、生産性を高めていきます。グループ全体が
共通のゴールおよびステップのもとDXを推し進めるためにDX（n.0）モデルを採用しています。

詳しくは「サステナビリティデータブック2021」をご覧ください。
https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/ir/library/databook.html

詳しくは「サステナビリティデータブック2021」をご覧ください。
https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/ir/library/databook.html
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* 味の素(株)の人数と、全従業員数に対する割合

CIO

CXO

CDO

徹底的に磨き上げるという考え方・手法に基づく継続的改
善・改革活動です。この活動を通じて、顧客価値の創出、従
業員一人ひとりのスキル・働きがいおよび組織としてパ
フォーマンスの向上を目指しています。OEは、DX2.0、
3.0、4.0を進めていく上での基盤となります。

足し、取り組みを強化しています。その一環として、営業・
研究開発部門を含む計34名のチームメンバーが２ヵ月か
けて計７回のOEワークショップを実施しました。ワーク
ショップを通じて、顧客は誰か、顧客は何を求めているか、
それを踏まえたチームの活動目的は何かを議論し、「ASV
自分ごと化」のための主な施策（経営との対話やASVア
ワード等）の意義や位置付けを明確化しました。これに基づ
き、各施策のKPIを設定し、ASVエンゲージメントチームと
してのPDCAサイクルを回しています。

2020年度は主に味の素（株）の全組織を対象に、このよ
うなOEの手法を取り入れたマネジメントサイクルを運用
しました。2021年度は、国内外のグループ会社に対象を
拡大する予定です。

味の素グループでは、変革の基盤となるマネジメントシ
ステムとして、オペレーショナルエクセレンス（OE）を導入
しています。当社グループにおけるOEは、競争優位を生み
出すために、個人とチームが共成長しながら、顧客起点の
問題解決と付加価値創出のために全てのオペレーションを

OEの取り組みのポイントとして、まず①顧客と顧客の求
める価値を明確にすること、その上で②組織の目標を設定
し、それを分解したものと個人の目標を連動させること、
実行においては③データに基づいてマネジメントすること
が挙げられます。

2020年度の具体的な取り組みとして、従業員の「ASV
の自分ごと化」を推進する仕組みにOEの考え方を取り入
れました。味の素グループでは、従業員のASVエンゲージ
メントを高める仕組みとしてのマネジメントサイクルを構
築し、「ASVの自分ごと化」と「個人の能力開発」の同期化
を図っています。
「ASVの自分ごと化」の推進にあたっては、2020年度よ

り、従来のタスクフォースに先進的働き方の取り組みを融
合させたASVエンゲージメントチームを味の素(株)に発

変革のためのDX推進

変革を推進する基盤OE

OEによる「ASVの自分ごと化」向上の仕組みづくり

P.57-60「人財と組織のマネジメント改革」をご覧ください。

顧客・社会を起点とした価値提供を個人、組織、全社レベルで目指し、
全体最適視点でオペレーションを推進できるよう、全社のオペレーション変革に取り組んでいます。

全社オペレーション変革DX1.0
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サプライチェーンにおけるDX2.0の取り組み

棚卸資産回転日数 86.5日(150億円相当) 70日(500億円程度）

コストダウン 15億円（FY20-22） 60億円（FY20-25）

FY22（目標） FY25（目指す姿）

KPI

● 調達業務の自動化 ● 生産の自動化・最適化 ● 国内物流統合（F-LINE(株)）
● 伝票電子化プロジェクト
 （製配販連携）

● 需要予測でのAI活用

原材料調達 生産 物流 販売 お客様

*2 キャッシュ・コンバージョン・サイクル

2005年度までは棚卸資産回転日数50日前後で推移

2005年度以降
棚卸資産回転日数上昇

0

100

50

（日）

（年度）

棚卸資産回転日数等の推移
棚卸資産回転日数 CCC*2 売上債権回転日数

1980 1990 2000 20102005 2019

変革のためのDX推進

外部のパートナーと適切に連携しながら、
持続的に顧客への提供価値を高められるような価値共創システム（エコシステム）変革を志向しています。
そのために当社グループの経営も事業もエコシステムの変革をしていきます。

エコシステム変革DX2.0

Ｐ.73-77「財務資本戦略」をご覧ください。

研究開発、調達、生産、製品販売の各機能が直列につながっ
ていました。しかし、お客様の消費・購買行動は多様化し、
製品そのものだけでなく購入や利用という行動を通じた
CXに価値を求める方向へとシフトしています。このような
変化の激しい事業環境下で新たな価値を生み出すには、サ
プライチェーンを単に直列につなげるのではなく、それぞ
れの機能がCXを軸として情報を自在に交換し、強みを発揮
しながら新たなCXをアジャイルに生み出す全体最適のマ
ネジメントへ転換する必要があります。これまでに当社グ
ループでは、変化の大きい市場環境や多様化するお客様
のニーズに対応するため研究開発体制を再編したり、持続可
能な物流体制の構築を目指し味の素（株）と他の食品メー
カー４社とでF-LINE（株）を設立したりしてきました。

これからも多様なステークホルダーと共に社会変革を促
すようなエコシステム変革を展開し、食と健康の課題解決
を通じて人々のウェルネスに貢献していきます。

グループ経営の可視化を進めています。また、全事業共通
のものから各事業、日常業務にまで落とし込んだROICツ
リーを展開し、「継続的な企業価値の向上」を図っていま
す。さらに、重点事業へのリソース配分や非重点事業の縮
小・撤退を進め、ROIC重視の経営を徹底することで、「高効
率の収益構造の確立」を目指します。

味の素グループはこれまで、日本の伝統企業特有の階層
がはっきりした縦型組織であり、従業員も基本的にはそれ
ぞれの組織に固定されていました。デジタル技術やITシス
テムが発達し、リモートワーク等の新たな働き方が加速す
る中、固定化された組織風土から個人、組織を解き放つこ
とで、自律した個人、組織による社外も含めた新しいネット
ワークが形成されると考えています。当社グループにおい
ても、従来の組織構造に捕らわれないシームレスなネット
ワークを形成し、従業員が多様な働き方と責任でこれに参
加するネットワーク型の経営スタイルを目指します。この
ようなネットワークの実現に向けて、コーポレートサービス
のジョイントベンチャー化やアウトソース化、サービス会社
としてスピンオフ等の施策を適宜実施し、最適化を図って
います。

また、顧客体験（CX：Customer Experience）を軸にし
た事業のエコシステム変革も進めています。当社グループ
におけるこれまでの事業マネジメントは、マーケティング、

ASVエンゲージメント向上を通じて一人ひとりの働きがい
を高めるとともに、組織としてのパフォーマンスを上げていく
ことも重要です。そのために、味の素グループでは、全ての
職務においてROIC向上やASVへの貢献を可視化できるよ
う、グループ共通の経営指標の導入・定着を推進しています。

グループ共通の経営指標の導入にあたり、管理会計の
標準化やグループ横断の収集分析システム整備を進め、

味の素グループのエコシステム変革

グループ共通の経営指標の導入
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サプライチェーンにおけるDX2.0の取り組み

棚卸資産回転日数 86.5日(150億円相当) 70日(500億円程度）

コストダウン 15億円（FY20-22） 60億円（FY20-25）

FY22（目標） FY25（目指す姿）

KPI

● 調達業務の自動化 ● 生産の自動化・最適化 ● 国内物流統合（F-LINE(株)）
● 伝票電子化プロジェクト
 （製配販連携）

● 需要予測でのAI活用

原材料調達 生産 物流 販売 お客様

*2 キャッシュ・コンバージョン・サイクル

2005年度までは棚卸資産回転日数50日前後で推移
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変革のためのDX推進

は生産のサイクルを月次から週次に変更するといった業務
フローの見直しおよび在庫拠点数の削減を実施します。在
庫拠点数については、国内の調味料・加工食品の生産体制
の再編を進めており、2021年9月末には5拠点から3拠点
への集約が完了する見込みです。

一方、販売量や生産量の見込みがずれたことに伴う非計
画在庫についてはゼロを目指します。販売量に関してはAI
を導入し、過去の出荷実績、食材価格情報、気象データ等
に基づく高精度な需要予測に取り組みます。また、生産量
についても「つくり過ぎ」等を防ぐため自動化を推進します。

今後は、デジタル化によってこれら施策の結果を蓄積・
分析し、SKU*1単位のコストを可視化します。正確な情報に
基づいてSKUの絞り込みを進めることで、大きな改善につ
ながると見込んでいます。

SCMの改善により棚卸資産回転日数を削減することで、
お客様によりフレッシュな製品をお届けするという顧客価値
向上と、資本効率向上による株主価値向上を目指します。

当社グループは、資本コスト（WACC）を上回るROICの
維持・改善（ROE>ROIC>ROA>WACCの収益構造）を目
指していますが、これらの指標の中でも特に総資産事業利
益率（ROA）の低さが課題と捉えています。DX推進体制に
おいて、研究開発やマーケティング等の機能ごとに設置し
たDX小委員会の一つであるサプライチェーンマネジメン
ト（SCM）小委員会では、ROAを計算する際の分母側では
在庫水準が高いこと、分子側では利益率が低いこと（SCM
関連業務の効率）に着目し、2020年度から在庫水準の適正
化に取り組み始めました。

在庫に関する指標である棚卸資産回転日数は、2005年
度以前の平均50日に対し2019年度は94日に増加してお
り、在庫削減の余地があると考えました。そこで、棚卸資産
回転日数をKPIとして2022年度86.5日、2025年度70日
を目標に定めるとともに、SCM関連のコストダウン目標と
して2020年度から2022年度の3年間で15億円、2025年
度までに累計60億円を掲げました。

在庫削減に向けた具体策として、計画的な在庫について

DXによるサプライチェーンマネジメント改善

*1 ストック・キーピング・ユニット：在庫管理の最小単位
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パーソナル栄養エコシステム

次世代コンピューティングの実現へ

先進的プラットフォーム
コンソーシアム参画

新素材

無形資産

開発力 顧客との信頼関係

封止インク材 銅箔付ABF センシング用素材 感光性絶縁材料 次世代ABF
検査受診する

リスクを可視化（気づき）

健康に関するカスタマージャーニー

アミノインデックス®
リスクスクリーニング検査 aminoステップ™（アプリ）

2021年４月公開 2021年度以降
生活改善ソリューションの拡充

生活改善行動のきっかけ 末永く健康な生活をサポート

自分の体を知る 相談する 生活改善を始める・楽しむ 健康に過ごす

クイズ・アンケート

ウォークラリー

健康相談

生活改善ガイド

検査結果登録・閲覧

100年健脳手帳®
（アプリ）

食品

運動　スポーツイベント

サプリメント（ECサイト）

認知機能

食事

運動

AICS®
がんリスク

治療 生活習慣改善
タイプ把握

AILS®
生活習慣病リスク

2020年10月開始
認知機能低下
リスク

高速開発

マテリアルズ
インフォマティクス

実験・分析

データ蓄積解析

改良案

新素材の提案

次世代
コンピューティング

ニューロ
コンピューティング

サステナブルな
社会 高速通信 スマート

シティ
自動運転 脱炭素社会

量子
コンピューティング

光
コンピューティング

健康寿命延伸のためには、「未病」、つまり自分では健康と思っているうちに生活を改善していく
ことが必要です。ところが、生活改善はすぐには効果を実感しづらいこともあり、挫折しがちです。
ここに着目し、「気軽に楽しく続けられる」を強く意識して「aminoステップ™」を開発しました。

味の素（株）アミノインデックス事業部　倉本昌幸

当社グループがこれまで蓄積してきた知見等を含む、質・量ともに充実したデータベースを
フル活用し、よりよい製品をより速く開発できる環境の整備に取り組んでいます。高速開発の
仕組みを電子材料以外の分野にも展開し、新たな事業モデルの構築に貢献したいと考えます。

味の素（株）バイオ・ファイン研究所　藤原ちひろ

これまでに蓄積した食と健康に関する多様かつ先進的な技術にデジタルの力を加えることで、
クリティカル（代替されにくい）でシリアス（生命に関わる／法令を順守している）領域で
顧客ニーズを充足する、新事業モデルの確立を目指します。

事業モデル変革DX3.0

変革のためのDX推進

2021年4月にサービスを開始しました。このアプリは、
ウォークラリー、チャット形式の健康相談、検査結果の記録・
管理等の機能を備えており、AIRS®受診者をはじめとする
一般ユーザーへ、楽しみながら健康維持につながる、生活
改善をサポートする情報を幅広く提供していきます。

これらのプラットフォームが、レシピサイトの　　　 　
や、新しく開発したスマートフォン用アプリ「100年健脳手
帳®」*等とつながることで、トータルヘルスケアサービス
の展開が可能となります。加えて、弘前大学COIが蓄積し
ているビッグデータとも連携し、食事（栄養）と心身の健康
との関連性を研究中です（P.62参照）。

味の素グループは、生活者一人ひとりのライフスタイル
に合わせて、生活改善に向けたアドバイスや情報・ツール
を提供するエコシステムの構築を目指しています。様々な
デジタルプラットフォームをつなぐことで、リスク評価に始
まり、アプリによる健康相談や生活改善サポート、さらには
末永く健康な生活をサポートするソリューションへと、サー
ビスの拡充を図っています。

まず、リスク評価としては、1回の採血で血液中のアミノ
酸バランスから様々な疾病リスクを評価する検査「アミノ
インデックス®リスクスクリーニング（AIRS®）」を提供して
います。がんや生活習慣病に加え、2020年10月には認知
機能低下の可能性を評価する新サービスを開始しました。
また、毎日の生活改善につなげるスマートフォン用アプリ

「aminoステップ™」を株式会社Mediplatと共同開発し、

個々人に適した生活改善を幅広く支援

*  食事、運動、睡眠の3つの生活習慣を認知機能の視点でスコア化し、改善
していくことで、将来の認知機能の維持をサポートするアプリ
詳しくは「サステナビリティデータブック2021」をご覧ください。
https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/ir/library/databook.html
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健康寿命延伸のためには、「未病」、つまり自分では健康と思っているうちに生活を改善していく
ことが必要です。ところが、生活改善はすぐには効果を実感しづらいこともあり、挫折しがちです。
ここに着目し、「気軽に楽しく続けられる」を強く意識して「aminoステップ™」を開発しました。

味の素（株）アミノインデックス事業部　倉本昌幸

当社グループがこれまで蓄積してきた知見等を含む、質・量ともに充実したデータベースを
フル活用し、よりよい製品をより速く開発できる環境の整備に取り組んでいます。高速開発の
仕組みを電子材料以外の分野にも展開し、新たな事業モデルの構築に貢献したいと考えます。

味の素（株）バイオ・ファイン研究所　藤原ちひろ

変革のためのDX推進

ポレーションやソニー（株）がメンバーとなっているコンソー
シアムで、こちらでは光を中心とした革新的技術を活用し、
従来のインフラの限界を超えた高速大容量通信および膨
大な計算リソース等を提供可能とするネットワーク・情報処
理基盤への変革、「IOWN®*2（Innovative Optical and 
Wireless Network：アイオン）構想」の実現を目指してい
ます。当社グループは、IOWN®の実装に必要な素材を開
発・提供することで、社会課題解決に寄与する情報処理基盤
の変革の一端を担っていく考えです。そして、光コンピュー
ティング以外にも、量子コンピューティングやニューロコン
ピューティング等の情報処理基盤の変革にも関与し、よりス
マートで便利・快適なサステナブル社会の実現に貢献して
いきます。

IoTやAIの浸透により、情報通信のデータ処理量が爆発
的に増え、消費電力およびそれに伴うCO2排出量の増加に
歯止めがかからないという課題に直面しています。

味の素グループはパソコン等の頭脳である半導体の
パッケージ基板用層間絶縁材料「味の素ビルドアップフィ
ルム®」（ABF）を生み出し、先進デジタル技術の開発力や
顧客との信頼関係といった無形資産を蓄積してきました。
現在、これらとマテリアルズインフォマティクス*1により、より
短期間で効率的な電子材料開発に取り組んでいます。そし
て、新素材をサーバー、データセンター、5G、AIといった多
様な用途で展開することで、冒頭の課題解決に貢献したい
と考えています。

ABF事業で築いた顧客との信頼関係をさらに発展させ、
2020年11月には、新たな社会基盤をデザインするコンソー
シアムに食品企業として異例の参画を果たしました。日本電
信電話株式会社（NTT）がイニシアチブをとり、インテルコー

電子材料の提供を通じて次世代コンピューティングの実現へ

*1  統計分析等を活用したインフォマティクス（情報学）の手法により、大量
のデータから新素材を探索する取り組み

*2 「IOWN®」は、NTTの商標又は登録商標です。
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約540億円 約500億円 約500億円
規模

一部前倒し予定

FY19（実績） FY21（予想）FY20（実績） FY22（目標） FY25（目標）

ROIC

収益改善

アセット
ライト化

事業資産圧縮
（約330億円）

経営資源の再配分
および

政策保有株売却
（約320億円）

事業資産圧縮
（約370億円）

経営資源の再配分
および

政策保有株売却
（約170億円）

事業資産圧縮
（約370億円）

継続的な収益改善
（健康価値の創出に
よる単価向上等）

経営資源の再配分
および

政策保有株売却
（約130億円）

FY22までに
見極めた事業の再編、
持たざる経営
（エコシステム）

約6％
(除減損)

約8％
(除減損)

約8％
(除構造改革費用)

約5%
WACC
ハードル
レート

構造改革に伴う減損により一時的に本来のROIC実力値を下回る見込み

アセットライト化とROIC改善の進捗

事業ポートフォリオ再編

約650億円

3年間で300億円規模の収益改善

既に実施 FY20-22（フェーズ1） FY23-25（フェーズ2）

FY20-22の3年間で1,000億円規模のアセットライト化

FY25までに合計2,000億円のアセットライト化

10%
～

11%8%7.0%6.9%

3.0%

目標

目標

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

非重点事業の構造改革 財務インパクト

● 資産圧縮額 156億円（FY20）

● 2020年4月、味の素アニマル・ニュートリション・ノースアメリカ社
を味の素ヘルス・アンド・ニュートリション・ノースアメリカ社へ統合
（今後、飼料用アミノ酸の生産ラインを多用途アミノ酸へ転換）
● 2021年4月、味の素アニマル・ニュートリション・ヨーロッパ社の
全株式を譲渡

動物栄養事業

MSG事業 ● 外販用事業を縮小
● 売上総利益率（GP率）向上に
向けて、プロジェクト進行中

● 北米でのアジアンカテゴリーへの集中
● 日本の業務用製品のうち不採算アイテムを縮小冷凍食品事業

● GP率1.4ポイント向上（FY20）
● 北米アジアンカテゴリー製品の
増産完了（FY20）

2021年度は、非重点事業を中心とした事業資産圧縮で
約370億円、経営資源の再配分や政策保有株売却で約
130億円、総額で約500億円のアセットライト化を予定し
ています。これにより、フェーズ1の計画である1,000億円
を2021年度中に達成する見込みとなったため、フェーズ2
で予定していた施策を2022年度に前倒しすることを検討
しています。

2025年度までに合計2,000億円の事業資産圧縮（ア
セットライト化）を目指しており、中期経営計画のフェーズ1
と位置付けた3年間で1,000億円規模のアセットライト化
を計画しています。アセットライト化は中期経営計画を始
動する1年前の2019年度から進めており、2019年度は約
650億円、2020年度は遊休資産の譲渡等合計約540億円
のアセットライト化を実施しました。

効率性高く成長できる収益構造

構造改革の進展
収益構造改革に向けて、重点事業への経営資源の集中を進めています。
アセットライト化は計画を前倒しして、非重点事業の再編と事業ポートフォリオの再構築は
計画通り遂行しています。

2025年度までのアセットライト化計画と進捗
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約540億円 約500億円 約500億円
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(除構造改革費用)

約5%
WACC
ハードル
レート

構造改革に伴う減損により一時的に本来のROIC実力値を下回る見込み

アセットライト化とROIC改善の進捗
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10%
～
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3.0%
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低 高

低
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(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

非重点事業の構造改革 財務インパクト

● 資産圧縮額 156億円（FY20）

● 2020年4月、味の素アニマル・ニュートリション・ノースアメリカ社
を味の素ヘルス・アンド・ニュートリション・ノースアメリカ社へ統合
（今後、飼料用アミノ酸の生産ラインを多用途アミノ酸へ転換）
● 2021年4月、味の素アニマル・ニュートリション・ヨーロッパ社の
全株式を譲渡

動物栄養事業

MSG事業 ● 外販用事業を縮小
● 売上総利益率（GP率）向上に
向けて、プロジェクト進行中

● 北米でのアジアンカテゴリーへの集中
● 日本の業務用製品のうち不採算アイテムを縮小冷凍食品事業

● GP率1.4ポイント向上（FY20）
● 北米アジアンカテゴリー製品の
増産完了（FY20）

中期経営計画で掲げる投下資本効率（ROIC）の改善と
オーガニック成長を実現するためには、経営資源の分散を
避け、より大きな目的のために投資できる状況を作り出す
ことが必要です。そのため、2021年4月、経営会議メン
バーと主要事業部門長で構成される「重点事業グランドデ
ザイン会議」を経営会議の下部機構として設けました。

この会議は半期ごとに開催され、中長期視点での全社の
事業ポートフォリオ策定およびその実現のための経営資源
配分を検討します。加えて、管理指標を検討するとともに、
それらに基づく事業ごとの進捗確認を行います。

事業ポートフォリオ再編の一環として、動物栄養事業（コ
モディティ）、MSG事業および冷凍食品事業の一部におい
て構造改革を進めています。

動物栄養事業については、北米事業の縮小に続き、欧州
事業の売却が終了したことで構造改革が完了し、2020年
度の資産圧縮額は156億円となりました。今後は乳牛用リ
ジン製剤「AjiProⓇ-L」等のスペシャリティ事業に集中し、顧
客へのソリューションサービスを強化していきます。また、
MSG事業については、外販用事業の縮小が進行中です。
事業資産を効率化し、コスト改善と工場当たりの生産性向
上を目指しています。冷凍食品事業については、北米にお
いて収益率が高いアジアンカテゴリーへの集中を進めると
ともに日本において業務用製品の不採算アイテムを縮小
しており、2020年度の売上総利益率は1.4ポイント向上し
ました。

効率性高く成長できる収益構造

事業ポートフォリオマネジメント

重点事業グランドデザイン会議における
ポートフォリオの検討

非重点事業における構造改革の進展
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「おいしい減塩」を
推進する「スマ塩」
関連製品

うま味やだしを
効かせた

「おいしい減塩」
レシピの提供

「Masako®」
（風味調味料）

インドネシア

「Caldo SAZÓN® 
Light」
（風味調味料）

ブラジル

減塩訴求のグローバル展開

オウンドメディアでの
減塩訴求

世界全体

「Ros Dee®
 Less sodium」
（風味調味料）

「Yum Yum Sood 
Ded Minced pork flavor」
（即席麺）

タイ

「Bizim Mutfak® 
25% Less Salt 
Ezogelin Soup」
（スープ）

「Bizim Mutfak® 
25% Less Salt 
Chicken Bouillon」
（風味調味料）

トルコ

例） 調味料・食品事業の付加価値化イメージ

うま味
調味料

風味
調味料

メニュー用
調味料

製
品
領
域
の
広
が
り

展開国の広がり

減塩タイプ製品
および
健康価値付加製品

日本 タイ インドネシア ベトナム フィリピン ブラジル
その他
展開国

FY21オーガニック成長率 約6％

製品の高付加価値化による単価向上

「Aji-no-mix® 
Breading mix 
Apanado」
（メニュー用調味料）

「Aji-no-men® 
Tallarin Red」
（即席麺）

ペルー

付加価値（単価）の拡大

「VONO®
 Chef Onion Cream with

 Reduced Sodium」
（スープ）

高まる中、製品改訂の際はANPSを活用して個々の製品
の栄養成分を可視化することで課題を抽出し、栄養価値を
向上させていきます。

加えて、デジタル・コミュニケーションやECチャネルの
進化・発展を新たな成長機会として捉え、生活者との接点
をさらに拡大すべく、SNSによるコミュニケーションやEC
チャネルでの製品販売を積極的に進めています。

主力の調味料製品では、内食機会の増加を捉え、うま味
調味料、風味調味料、メニュー用調味料の基幹ブランドへ
の重点投資を行い、販売数量拡大と単価向上を図ってい
ます。

また、味の素グループ栄養プロファイリングシステム
（ANPS）の活用も開始しました（2020年度は7ヵ国、9法
人に導入）。日本はもとより東南アジア等でも健康志向が

健康を軸とした生活者への提供価値向上

付加価値製品によるオーガニック成長
味の素グループ独自の栄養プロファイリングシステムや日本の健康課題「減塩」にフォーカスした
新プロジェクト等により、おいしさを追求しながら健康価値を高めた製品づくりを推進し、
販売数量拡大や単価向上につなげています。

オーガニック成長実現に向けた基本戦略
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減塩訴求

世界全体

「Ros Dee®
 Less sodium」
（風味調味料）

「Yum Yum Sood 
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（即席麺）

タイ

「Bizim Mutfak® 
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FY21オーガニック成長率 約6％

製品の高付加価値化による単価向上

「Aji-no-mix® 
Breading mix 
Apanado」
（メニュー用調味料）

「Aji-no-men® 
Tallarin Red」
（即席麺）

ペルー

付加価値（単価）の拡大

「VONO®
 Chef Onion Cream with

 Reduced Sodium」
（スープ）

過剰な塩分摂取は日本の健康課題の一つですが、多く
の人が減塩の必要性を感じながら実践できていないとい
われます。調味料を減らして減塩しようとするため「おいし
くない」「味が薄い」という不満につながるのがその主な理
由です。そこで当社は、うま味調味料や風味調味料を使っ
てうま味やだしを効かせる「おいしく・やさしく・あたらしい
減塩」を定着させるべく、その情報発信や環境づくりに取り

組む「Smart Salt（スマ塩）」プロジェクトを開始しました。
「スマ塩」プロジェクトでは、デジタル動画の配信やオウン

ドメディアでのレシピ提供を行うほか、行政・自治体や流
通、メディアとの地域エコシステムを通じた減塩も展開し
ています。これらの活動を日本国内で展開することで、減
塩人口の拡大や習慣化を促進するとともに、潜在層の開拓
やマーケティングに活かし、おいしい減塩の「日本モデル」
確立を目指しています。

日本で蓄積した知見を活かし、すでにインドネシアで既
存製品の食塩量を低減したほか、タイやブラジルでも減塩
製品を新たに発売しました。2020年度から2021年度に
かけて、5ヵ国で各国・地域の食文化に適合した8ブランド、

22の減塩製品を発売しています。
また、おいしい減塩の情報発信のグローバル化も進め

ており、現地法人のWEBサイトで減塩レシピの提供や料
理教室等を実施しています。

健康を軸とした生活者への提供価値向上

「Smart Salt（スマ塩）」プロジェクト立ち上げ

知見を継続的に蓄積し
「日本モデル」の確立を目指す

海外で「スマ塩」の横展開を加速
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味の素グループが企業価値を高める上で、顧客価値創
出に対する従業員のエンゲージメントを高めていくことは

味の素グループは、ビジョンの実現に向けて、生産性の
高い課題解決型組織へと変革するために、人財投資を強化
しています。

中期経営計画のフェーズ１である2020-2022年度にお
いては、人財への投資を2017-2019年度の約2.5倍に増
やしています。その成果をモニタリングするための指標と
して従業員一人当たりの生産性を掲げ、生産性向上のため
に推進すべき3つの柱を「エンゲージメント」「多様性」「働き
方」としています。

不可欠です。このため、当社グループでは、OE*1の手法を
活用し、顧客と一体となって課題解決することを組織およ

2020年度は、エンゲージメントを高め課題解決力を向上
するためのシステム関連の投資、栄養に関するリテラシー
教育を含む能力開発、多様性を高めイノベーションを加速
するための女性のキャリア支援施策の分野で投資額を増や
しました。また、人財マネジメントの高度化および個人と会
社の共成長を実現するために、人財と重要ポジションを可
視化する人財情報システムにも投資を行い、グローバルに
導入を進めています。今後はグループ全体で効果的に人財
投資を行い、企業価値向上につなげていきます。

人財と組織のマネジメント改革

イノベーションを生む企業文化の醸成
2030年に向けたビジョンを実現するのは一人ひとりの従業員です。

「ASVの自分ごと化」と能力開発、ダイバーシティ推進を通じて、
イノベーティブな企業文化の醸成を進めています。

課題解決力向上のためのエンゲージメント

企業価値向上のための人的資産強化

生産性向上に向けた人財投資の進捗

* 味の素(株)の金額・指数

生産性向上のための3つの柱

人財投資 エンゲージメント 課題解決力の向上

一人当たり
人財投資を増加*

単位 ： 千円

生産性向上

一人当たり
売上高を向上*

FY19を100とした場合

● 「ASVの自分ごと化」を加速
● 研修による栄養、環境、デジタルに関する
 リテラシーの向上
● ベンチャー協業、起業家育成

多様性 イノベーションの加速

● 2030年度までに女性取締役とライン責任者の
 30%を女性に
 女性人財の育成委員会／
 寛容で挑戦を促す組織文化の醸成

働き方 環境変化への対応力の向上

● 顧客価値につながらないあらゆる無駄をなくし、
 デジタル活用でスピードアップ
● 機能横断でのマネジメントの標準化

2017-19

255

880

340

20-22
（予定）

（年度） （年度）20 22
（目標）

25
（目標）

97

115

134

19

100
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び個人の目標としてPDCAサイクルを回すマネジメントの
標準化に取り組んでいます。

エンゲージメント向上のプロセスとしては、CEOや事業・
コーポレートの本部長との対話に始まり、組織目標とリンク
した個人目標を設定。その際、従業員が課題解決や価値創
造に貢献していることを実感できるよう、OEの手法を活用
し、生活者のみならず社内のバリューチェーンにおける次
部門も「顧客」と捉え、価値向上の成果を定量化します。ま
た、「個人目標発表会」を通じて組織内で目標を共有するこ
とで、共感を得ながらチャレンジできる風土を醸成します。
そして、ベストプラクティスを積極的に共有・表彰します。
さらに、毎年実施するエンゲージメントサーベイの従業員
エンゲージメントスコアを重点KPIとして、「ASVの自分ご
と化」の推移を追跡するとともに、サーベイの結果から抽出
した課題を翌年の計画へ反映させます。

2020年度は、味の素（株）全組織を対象にCEOと従業員
との対話を計53回、味の素（株）および国内主要グループ
会社を対象に事業・コーポレートの本部長と従業員との対
話を計75回実施しました。対話を通じてコミュニケー
ションが活性化し、CEOの「変革」の意志が明確に伝わると
ともに、2020-2025中期経営計画やマネジメントポリシー
に対する従業員の理解が進みました。顧客価値創出に向
けたモチベーションの向上も確認できました。「個人目標
発表会」は味の素(株)の全組織で実施し、自分自身の仕事
の意義や顧客を明確にできた等、ポジティブな意見が多く
出ました。これらの施策の実施後に行ったエンゲージメン
トサーベイの結果において、「ASVの自分ごと化」、すなわ

ちビジョン実現に主体的に日々の業務の中でASVを実践し
ている従業員の比率は、全体の64％（対前年＋9ポイント）
となりました。

さらなる改善に向け、2021年度は、CEOや本部長との
対話の質の向上、対象組織の海外への拡大を図るととも
に、2020年度の対話を通じて抽出した課題の解決に取り
組みます。また個人目標発表会を国内外のグループ会社
でも実施していきます。

マネジメントサイクルでは、「ASVの自分ごと化」を推進
すると同時に、顧客と一体となって課題解決する力を高め
る能力開発も積極的に進めています。特に、デジタル、栄
養、環境に関する全従業員のリテラシー向上、「ASVの自
分ごと化」を促進する参加型研修、社内起業家育成・ベン
チャー協業プログラムに力を入れて取り組んでいます。

リテラシー向上策については、2020年度はデジタル、
栄養に関する教育プログラムを開始し、それぞれ延べ約
1,000名、460名が受講しました。2021年度は環境に関
するプログラムも導入し、一人ひとりが得た知識を業務の
高度化、プロアクティブな活動、新たな価値の創造につな
げていくことを目指します。

社内起業家育成・ベンチャー協業プログラムに関しては、
イノベーション創出に向けた企業文化の醸成と社内環境の
整備を目的として、2020年度は、社内起業家を発掘・教育
し、ビジネスアイデアを事業化する「A-STARTERS」、社外
ベンチャー企業の事業育成を支援・促進する「Ajinomoto 
Group Accelerator」を立ち上げ、それぞれ133チーム、
148社の応募がありました。今後、有望なアイデアを選定
し、事業化に向けた支援を実施します。

人財と組織のマネジメント改革

*1  競争優位を生み出すために、個人とチームが共成長しながら、顧客起点
で全てのオペレーションを徹底的に磨き上げるという考え方・手法に基づ
く継続的改善・改革活動

*2  自身の業務を通じてASVを実践していることを、家族・知人に話すことが
ある従業員の割合を、味の素グループの従業員を対象にエンゲージメン
トサーベイで測定

ASVエンゲージメントを高めるマネジメントサイクル

起業家育成プログラム
ベンチャー協業プログラム

事例共有

エンゲージメント
サーベイ

個人目標発表会

参加型研修
イベント

CEOとの対話

組織・個人
目標設定

本部長との対話

栄養／環境／
デジタル
リテラシー向上ASVアワード

成果評価

アクセラレータープログラム

ASVの
自分ごと化
個人の
能力開発

理解
納得

共感
共鳴

実行
実現プロセス

モニタリング
改善

従業員エンゲージメントスコア*2

2019年度実績

55％
2020年度実績

64％
2030年度目標

85％以上

P.48-49「DX1.0全社オペレーション変革」をご覧ください。
詳しくは「サステナビリティデータブック2021」をご覧ください。
https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/ir/library/databook.html
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ASVの実現に向けたベストプラクティスを表彰する「ASVアワード」

人財と組織のマネジメント改革

「ASVアワード」社外審査委員

有限会社イーズ
代表取締役
枝廣 淳子氏

立教大学経営学部
国際経営学科教授
スコット デイヴィス氏

味の素（株）
社外取締役
名和 高司

大和ハウス工業株式会社
社外取締役
籔 ゆき子氏

味の素（株）
社外取締役

（2021年6月退任）
齋藤 泰雄

味の素（株）
社外取締役
岩田 喜美枝

「ASVアワード」は、ASVを体現した取り組みのうち特に秀逸な事例を表
彰する制度です。ASVの実現に向けたベストプラクティスを共有し、従業
員一人ひとりの目標に活かすことで、「ASVの自分ごと化」を促進すること
を目的としており、2020年度で5回目の実施となります。

アワードの選考にあたっては社外有識者にも参加していただいています。
2020年度より新たに、社外審査員と応募者のコミュニケーション機会とし
て審査委員へのプレゼンテーションを実施したり、従業員によるオンライン
投票を結果に反映させたりして、選考の過程および結果の透明性を高めま
した。

●   「味の素ビルドアップフィルム®」（ABF）で培われた技術力と知見を活かしながら、新素材の開発に挑み、パソコン等の半
導体部品の性能の向上（起動時間の短縮、小型化・薄型化等）、環境負荷の低減（消費電力、CO2排出の削減）に寄与。

●  今後一層の半導体市場拡大が見込まれる中、環境負荷低減と事業成長を持続的に両立させている。
●  両社がリーダーシップを発揮し、サプライチェーン全体のステークホルダーを巻き込みながら開発を迅速に進めたこと

が顧客にモデルケースとして取り上げられた。

入賞ポイント

そもそもABFは絶縁材料です。それに磁性を持たせ
るなんて「上手くいくはずがない！」と誰もが思った難題
への挑戦でした。世の中にはない半導体パッケージ基
板への思いに末端顧客や装置メーカーの共感を得られ
たことも成功の要因です。「SAVE活動 （顧客のニーズ
に応える情報を提供しながら巻き込む）」の大切さを実感
しました。この経験から得られた自信と仲間との絆がわ
れわれにとっての大きな財産です。

受賞者ひとこと

味の素ファインテクノ(株)　研究開発部
大山 秀樹（写真前列左）

2020年度は35件のエントリーがあり、新規磁性材料の開発で省エネルギー化や
CO2排出削減への貢献を目指す、味の素ファインテクノ(株)および味の素ファインテ
クノUSA社の取り組みが大賞に選ばれました。電子材料事業を営む両社は、パソ
コン、サーバー、データセンター、5G基地局等に使用される半導体用の新規磁性材
料を開発しました。本磁性材料が使われることで革新的な半導体パッケージ基板が
実現し、両社は半導体の消費電力の削減とそれに伴うCO2排出削減に大きく貢献し
ました。併せて、収益の大幅拡大という経済価値も創出しました。

2020年度「ASVアワード」の大賞
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人財と組織のマネジメント改革

様々なイノベーションをタイムリーに生み出していくた
めには、性別、年齢、国籍、経歴等、多様なバックグラウン
ドをもつ一人ひとりの人財が能力を発揮する必要がありま
す。ダイバーシティ＆インクルージョンの推進は味の素グ
ループにとって重要な経営戦略です。味の素グループで
は、多様な人財を採用・登用するだけでなく、「働き方の多
様性」や「キャリアの多様性」を実現する仕組みの整備を進
めています。また、多様性を受容する組織風土づくりも推
進することで、企業文化の変革を加速していきます。

2020年度は、世界の中でも特にジェンダーギャップ
指数の低い日本における女性人財への機会提供・育成支
援施策として「AjiPanna Academy（アジパンナ・アカデ
ミー）」を味の素(株)で開設しました。アカデミーでは、一般
職女性の上位職務への任用を加速するためのキャリア
ワークショップ＆カレッジ、基幹職女性の上位職務への任用

味の素グループは、働き方改革をバージョンアップし、
環境変化への対応力向上を図っています。顧客価値向上
につながる業務に十分な時間を使えるよう、デジタル活用

を加速するためのメンタープログラム等を通じて、女性
リーダーの育成に取り組んでいます。当社は、2030年度
までに取締役とライン責任者の女性比率をそれぞれ30%
にすることを目標としています。

であらゆる無駄をなくしつつ、機能横断でのマネジメント
の標準化にも取り組んでいます。

企業文化の変革に向けたダイバーシティ＆インクルージョン

環境変化への対応力向上のための「働き方改革」

取締役とライン責任者の女性登用の割合（味の素（株））

女性取締役比率

2019年度実績
9％

2020年度実績
11％

2030年度目標
30％

2019年度実績
22％

2020年度実績
22％

2030年度目標
30％

女性ライン責任者比率

アジパンナ・アカデミーカレッジでの経営への発表アジパンナ・アカデミーカレッジの様子

詳しくは「サステナビリティデータブック2021」をご覧ください。
https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/ir/library/databook.html
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ビッグデータを活用したソリューション開発

健康寿命に関わる食事（栄養）と
心身の健康の関連を把握

食事（栄養）
食物摂取
食行動

「からだ」の健康
生活習慣病
（メタボ、高血圧、肥満、糖尿病）
ロコモ
その他（免疫、睡眠、運動習慣）

「こころ」の健康
心の状態
健康管理
ストレス（精神疲労）
認知機能（物忘れ、記憶力の低下）

「アミノインデックス技術」を用いた
デジタルリスクスクリーニングを確立

食と健康の
エコシステム構築

食事（栄養） AIRS®*

食事改善提案

実態評価

追跡
ソリューション

提案

ビッグデータ
活用

弘前大学
COI

味の素（株）は、2014年にスタートした「岩手・減塩プ
ロジェクト」をはじめ、地域の行政・自治体、メディア、流
通との連携による食と健康の課題解決の機会を増やして
きました。

例えば、野菜の摂取目標1日350g以上の実践を応援す
るプロジェクト「ラブベジⓇ」では、地域の大学との野菜が摂
取できるレシピの考案や、ローカルテレビ番組と連携した
情報発信に取り組んでいます。東海地方を対象にスタート
した取り組みはその後全国に広がり、2020年度は12の自
治体と協働しました。また、アスリート支援で得た知見を活
かし、生活者の栄養バランス向上を目指す取り組み「勝ち
飯Ⓡ」も、地域の流通と連携し、地元の食材を使い、食習慣
に合わせたレシピを提案しています。

今後も、地域の食と健康の課題解決のためにステークホ
ルダーとエコシステムを構築し、食と健康の課題の分析・
仮説構築と実践・検証のサイクルを回していきます。

地域の食と健康の課題解決とエコシステムの構築

特集 1

地域連携とビッグデータ活用を
両輪として食と健康の課題を解決
味の素グループは、「地域」と「アカデミア」を中心とした
2つのエコシステムの構築を進めています。
多様なステークホルダーとの協働の輪を日本国内の各地域から全国へ、
そして世界へと広げていきます。

三重県と共催したみえ・「勝ち飯Ⓡ」メニューコンテスト表彰式の様子

量販店での「野菜クイズラリー」イベントの様子
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ビッグデータを活用したソリューション開発

健康寿命に関わる食事（栄養）と
心身の健康の関連を把握

食事（栄養）
食物摂取
食行動

「からだ」の健康
生活習慣病
（メタボ、高血圧、肥満、糖尿病）
ロコモ
その他（免疫、睡眠、運動習慣）

「こころ」の健康
心の状態
健康管理
ストレス（精神疲労）
認知機能（物忘れ、記憶力の低下）

「アミノインデックス技術」を用いた
デジタルリスクスクリーニングを確立

食と健康の
エコシステム構築

食事（栄養） AIRS®*

食事改善提案

実態評価

追跡
ソリューション

提案

ビッグデータ
活用

弘前大学
COI

ソリューション創出に向けたもう一つのエコシステム

ステークホルダーとの協働の輪を広げ、食と健康の課題解決へ

味の素（株）は、アカデミアを中心としたエコシステムの
構築にも力を入れています。その一環として2020年4月、
弘前大学大学院に健康寿命延伸をテーマとする産学共同
研究講座を開設しました。

弘前大学は、国立研究開発法人科学技術振興機構
（JST）の支援を受けてCOI（Center of Innovation）を推
進しています。弘前大学COIでは青森県弘前市が2005年
から実施している「岩木健康増進プロジェクト」を通じて、
2,000～3,000項目にわたる健康ビッグデータを蓄積して
います。世界でも類を見ない健康ビッグデータをもとに解

今後、アカデミアとのエコシステムで得られた研究成果
を実用化し、幅広い生活者に展開する際には、地域とのエ
コシステムで培ったネットワークや営業・マーケティングの
ノウハウが有効に機能します。これまでに蓄積してきた当
社グループの知見を活かしながら、多様な業種・業態の企
業との協業を推進し、連携の輪を幾重にも広げていくこと
で、食と健康の課題解決に向けた社会実装を進めていきた
いと考えています。

析と仮説設定を行い、「アミノインデックス技術」を用いた
新たなデジタルリスクスクリーニングの確立、「食事（栄
養）」と「からだの健康」「こころの健康」との関連の把握と自
社製品・教育ツールの介入による影響の検証を進めていき
ます。また、健康寿命の延伸につながるエビデンス（科学
的根拠）の明確化と将来のシナリオ予測方法の検討にも取
り組んでいます。

当社は数多くの自治体・企業が参画する弘前大学COI
の場を活用して、新たなエコシステムを構築し、健康課題
解決のためのソリューション開発につなげていきます。

さらに、対象エリアも世界に拡大します。現在、当社グ
ループのうま味調味料・風味調味料の購入者数は世界全
体で7億人にのぼります。この生活者とのタッチポイントを
2030年までに10億人に増やしながら、食と健康の課題解
決の新たなソリューションや事業モデルを創出することで
世界の人々の健康寿命延伸に貢献していきます。

*  アミノインデックスⓇリスクスクリーニング：血液中のアミノ酸濃度バランスから、三大疾病（がん、脳卒中、心疾患）等のリスクを一度に評価する味の素グルー
プ独自のサービス
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アンモニア生産・供給のイノベーション

・食糧の安定確保に貢献　　・CO2排出量低減に貢献　　・将来的な技術革新の基盤として貢献

生産
高温・高圧・
高エネルギー 液体ガスとしての輸送、

法規制への対応が必要 保管コストが発生
法規制への対応が必要

既存法のサプライチェーン

輸送 保管 需要地
（最終消費者）

需要地の近くで
必要な量の
生産が可能

地産地消型の
生産・供給システム

● 新しい触媒を使うことで
小型プラントでの生産が可能

● 地産地消の実現で輸送時の
環境負荷・コスト低減、保管コスト低減

生産
低温・低圧・
低エネルギー

需要地
（最終消費者）

進む中、水素とともにアンモニアの需要も高まっています。
もう一つが、燃料としての用途です。アンモニアは燃焼し

てもCO2を排出しないため、水素同様に次世代エネルギー
として期待されています。2020年12月に公開された経済
産業省策定の「グリーン成長戦略」の目標にも、燃料アンモ
ニアの導入が盛り込まれています。現在、CO2排出量削減
に向けて、石炭火力発電にアンモニアを混焼する実証実験
のほか、アンモニアだけをエネルギー源とした発電を視野
に入れた技術開発も進められています。脱炭素化に向け
て、アンモニアへの注目はますます高まっています。

料に天然ガスが使われるのが一般的です。この生産方法は
高温かつ高圧の反応条件が必要なため、大型プラントでし
か生産することができません。船舶や専用の大型車両で需
要地に輸送する必要があり、輸送時にもCO2排出等の環境
負荷が大きくなります。経済的にも、設備投資が高額になる
上、輸送や保管にも大きなコストがかかります。

アンモニアは、農業に用いられる化学肥料をはじめ合成
繊維や樹脂等の化学品、医薬品等の原料として幅広く使わ
れています。さらに近年、アンモニアの需要はエネルギー
分野に及び、主に2つの用途での活用が期待されています。
その一つが、水素のエネルギーキャリアとしての用途です。
水素は化石燃料に替わるクリーンエネルギーですが、気体
のままでは大量に輸送・貯蔵することができません。そこ
で、液体や水素化合物にして効率的に輸送・貯蔵する方法

「エネルギーキャリア」が重要になります。そのキャリアの
有望な候補の一つがアンモニアです。世界で環境対策が

味の素グループは、アミノ酸を発酵生産する過程でアン
モニアを副原料として使用しています。2017年に東京工
業大学の細野秀雄教授らと共につばめBHB株式会社を設
立し、地産地消型のアンモニア生産・供給システム構築を
目指して技術開発に取り組んでいます。

アンモニアは現在、ハーバー・ボッシュ法で生産され、原

水素のエネルギーキャリアとして有力な候補、アンモニア

画期的な生産・供給システムでグリーンイノベーションを

特集 2

グリーンアンモニアの
実現を通じたSDGsへの貢献
肥料や化学品の基礎材料として、世界で広く使われているアンモニア。
味の素グループのアミノ酸生産にも欠かせません。近年、アンモニアは
脱炭素を実現する次世代燃料としても注目されています。
技術革新により「グリーンアンモニア」の生産・供給システムを構築し、
持続可能な社会の実現に貢献します。
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アンモニア生産・供給のイノベーション

・食糧の安定確保に貢献　　・CO2排出量低減に貢献　　・将来的な技術革新の基盤として貢献

生産
高温・高圧・
高エネルギー 液体ガスとしての輸送、

法規制への対応が必要 保管コストが発生
法規制への対応が必要

既存法のサプライチェーン

輸送 保管 需要地
（最終消費者）

需要地の近くで
必要な量の
生産が可能

地産地消型の
生産・供給システム

● 新しい触媒を使うことで
小型プラントでの生産が可能

● 地産地消の実現で輸送時の
環境負荷・コスト低減、保管コスト低減

生産
低温・低圧・
低エネルギー

需要地
（最終消費者）

こうした課題の解決に向け、つばめBHB（株）が実用化を
目指しているのが、世界初のオンサイト・アンモニア合成
システムです。特殊なエレクトライド（電子化物）触媒を用
いることで、水素と空気中の窒素を結びつけてアンモニア
を合成します。低温・低圧条件下で合成できるため、ハー
バー・ボッシュ法では難しいとされていた小型プラントでの
生産も可能になりました。これにより、需要地ごとの地産
地消を実現し、輸送に伴う環境負荷やコストも低減するこ
とができます。現在、つばめBHB（株）はパイロットプラント
を運転し、実用化に向けた技術的な検証を進めています。

当社グループでは、従来アンモニアを全て外部から調達
していましたが、今後は、世界各地のアミノ酸生産拠点で

アンモニアの内製化を検討していきます。また、アンモニ
アの原料となる水素を再生可能資源（ウッドチップ）から生
成する新たな「グリーン水素生産技術」の開発も行ってお
り、つばめBHB(株)のアンモニア合成技術と組み合わせる
ことで、アンモニア生産時のCO2排出量を8分の1に抑制
できる見込みです。

つばめBHB(株)の将来構想として、オンサイト生産が寄
与するアンモニアの新たな用途開発を進めるとともに、生
産技術のライセンス販売を開始し、需要家の内製化支援を
検討中です。当社グループは、つばめBHB（株）の事業を
通じて、技術革新や様々なパートナーとエコシステムを構
築しながら脱炭素社会の実現に貢献していきます。

農業国ラオスの肥料生産を支援

アンモニアの内製化で農業国ラオスの肥料生産を支援する計画も進めています。この事業
は、独立行政法人国際協力機構（JICA）の「2020年度第一回中小企業・SDGsビジネス支援事
業」に採択されました。水力発電の余剰電力を有効活用して肥料の原料であるアンモニアを
生産し、ラオスの農業の発展や肥料の輸出による産業創出を後押ししていきます。世界の人
口が増え続ける中、食糧を安定して確保するためにも肥料は不可欠です。ますます重要となる
アンモニアの生産・供給を通してSDGsに貢献していきます。
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冷凍食品

売上高
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▲22億円その他

262億円
ヘルスケア等

867億円
調味料・食品

23億円
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調味料・食品
当セグメントに含まれる重点事業
● 調味料　● 栄養・加工食品　● ソリューション＆イングリディエンツ（S&I）

ヘルスケア等
当セグメントに含まれる重点事業
● ヘルスケア　● 電子材料

冷凍食品

2020年度業績概況
調味料・食品セグメント全体では減収増益となりました。
売上高は、内食需要の増加により家庭用製品の販売が
増加した一方、換算為替影響や外出規制等の影響に
よって外食需要が減少し外食用・中食用製品の販売が
減少した結果、前年を下回りました。事業利益は、外食向
け製品の減収影響があったものの、家庭用製品の増収
効果や製品ミックス改善効果に加え、前年にプロマシ
ドールホールディングス社の商標権に係る減損損失計
上があったこと等により、前年を上回りました。

売上高・事業利益推移 売上高・事業利益推移 売上高・事業利益推移

S&I
23%
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2020年度業績概況*
ヘルスケア等のセグメント全体では増収増益となりまし
た。バイオファーマサービス＆イングリディエンツは医
薬用・食品用アミノ酸の販売増等により増収となった一
方で、バイオファーマサービスが大幅減益となり、事業
利益は前年を下回りました。ファンクショナルマテリアル
ズは、主に電子材料の販売が好調で大幅な増収増益と
なりました。その他は、スポーツニュートリションの需要
減や、動物栄養における販売数量減により減収となりま
したが、主に動物栄養における販売単価上昇により、事
業利益は前年を大幅に上回りました。

その他
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38%

ファン
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2020年度業績概況
冷凍食品セグメント全体では減収増益となりました。売
上高は、内食需要の拡大によって家庭用製品の販売が
増加したものの、業務用製品の販売が減少した結果、前
年を下回りました。事業利益は、家庭用製品の増収効
果、製品ミックスの改善効果、不採算アイテムの整理等
により大幅に増加しました。
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2020年度売上高・事業利益

* 2021年度よりヘルスケア等の事業のサブセグメントを変更しました。
ここでは、変更後のサブセグメントに組み替えて報告しています。
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効果や製品ミックス改善効果に加え、前年にプロマシ
ドールホールディングス社の商標権に係る減損損失計
上があったこと等により、前年を上回りました。
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鍋を使わず短時間で圧力スチ
ーム調理ができるパウチ入り
肉用調味料

Loop専用再使用容器入り
調味料

重点事業別成長戦略

態下において新たな生活様式が継続し、家庭内需要は一
定の高水準を維持すると考えています。一部の地域では
外食店への規制が緩和されつつありますが、外食産業へ
の影響は長期化する見込みです。

プ主要展開国の多くで塩分の過剰摂取が食生活に関わる
大きな健康課題となっています。今後減塩製品の市場が
拡大するとともに、減塩・減脂クッキングレシピ等、健康に
関連する情報のニーズがさらに高まると想定しています。

こうした生活者の健康意識に加え、EC需要、デジタルメ
ディアの重要度の高まり等を機会として捉えています。

ガニック成長を図ります。また、オウンドメディアでのレシ
ピ提案、ECサイトの積極活用、バーチャル工場見学等、デ
ジタルコミュニケーションを強化します。

味の素グループは2030年までに環境に流出するプラス
チックをゼロにすることを目指しており、調味料事業におい
ては、製品パッケージの薄肉化・モノマテリアル化を通じた
リサイクルの推進、販促資材等のプラスチック削減に向け
た開発を進めます。加えて、日本では2021年度より再生
可能なパッケージを利用する「Loop」に参画しています。

2020年度は、新型コロナウイルス感染拡大によって家
庭での調理機会が増加し、家庭用調味料の需要が拡大しま
した。一方で、外食向け調味料需要は大幅に減少しました。

2021年度も新型コロナウイルスの感染拡大による新常

内食機会の増加から、料理する時間を楽しむこころの健
康、減塩やたんぱく質摂取といった健康に留意した食事等、
食への興味が幅広い形で高まりつつあります。こうした中、
日本の家庭用調味料の市場では、多様化する生活者の
ニーズに適合した領域やプレミアムタイプ等高付加価値
製品の伸びが期待できます。海外においても、当社グルー

日本では、「おいしさ設計技術Ⓡ」の活用、独自原料の開
発強化、うま味や減塩にまつわる情報の蓄積・活用等によっ
てブランド力の強化を図り、参入障壁を構築していきます。
また、「Smart Salt（スマ塩）」プロジェクトを通じて、「おい
しく・やさしく・あたらしい減塩」という独自の健康価値を訴
求し、減塩製品の販売強化を図ります。

海外では、既存製品の改良や新品種発売によるブランド
力強化、減塩製品等の高付加価値製品の開発、現地のイン
フレに応じた価格改定等により単価を向上させながらオー

市場動向

リスクと機会

成長戦略

調味料
内食機会の増加によって様々な観点から食への興味関心が高まる中、多様化していく生活者のニーズに
適合し、製品のプレミアム化や健康課題に応える製品開発・情報提供に力を入れていきます。

* 一部、生産量比按分で割合を算出しているため、およその傾向としてご理解ください。

CO2
排出量

プラスチック
使用量

フードロス
最終処分量

重点6事業の環境フットプリントにおける調味料事業の割合（イメージ）
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「クノール® 」 ポタージュで
食べる豆と野菜

重点事業別成長戦略

2019年度末に流通や家庭内の在庫が増加した反動により
縮小しました。

2021年度以降は新型コロナウイルスの感染拡大による
新常態下において新たな生活様式が定着し、内食需要が
一定の高水準で留まる見込みです。

応する製品の伸長に機会があり、飲料はコーヒー専門店と
同等の品質およびおいしさ向上への期待が高まっています。

また、エシカル消費意識の向上や購買チャネルが実店舗
からEC等の通信販売、宅配等にシフトするといった変化も
見られます。

充等に取り組みます。飲料については、タイにおいて、缶
コーヒー No.1ブランドの「Birdy®」に減糖・無糖品種を導
入したことを機に健康価値を訴求したコミュニケーション
を強化するとともに、日本の技術を活用し品質面で粉末飲
料の差別化を推進します。

製品パッケージの薄肉化を継続検討し、プラスチック
使用量削減に取り組むとともに、流通における返品対策に
より廃棄物削減を進め、フードロスの低減に貢献していき
ます。

2020年度は、新型コロナウイルス感染拡大によって内
食機会が増加し、日本では、スープや家庭用コーヒー等の
市場は拡大しましたが、コーヒーの家庭外需要は年間を通
じて低迷しました。海外では、缶コーヒーの飲用機会が減
少したこと等により飲料市場が縮小し、即席麺市場も

生活者の意識・行動は、健康なこころとからだに対する
ニーズに加えて、在宅比率の高まりによる個食・即食・簡便
ニーズ、外食の楽しみが内食に流入することによるプレミア
ム志向がさらに高まる見込みです。例えば、カップスープ等
については減塩やたんぱく質摂取等の健康志向の向上に対

「個食ニーズへの対応」「即食性」「簡便性」をさらに高め、
圧倒的なおいしさと減塩、減糖、たんぱく質摂取等の健康
価値を両立させた製品によるブランド力強化を推進しま
す。また、生活者のライフスタイルの変化や購買行動に適
応したコミュニケーション（SNS等の活用）、実店舗以外の
チャネル(EC等)への取り組みも強化します。中でも、スー
プについては、国内外において、スープの素材本来の健康
価値の伝承を図るとともに、普段の生活で不足しがちな
たんぱく質等の不足栄養素を手軽に摂取できる製品の拡

市場動向

リスクと機会

成長戦略

栄養・加工食品
生活者の購買行動や意識が大きく変わる中、「個食ニーズへの対応」「即食性」「簡便性」をさらに高め、
圧倒的なおいしさと健康価値を両立させた製品を通じて国内外ともにブランド力強化を推進します。

* 一部、生産量比按分で割合を算出しているため、およその傾向としてご理解ください。

CO2
排出量

プラスチック
使用量

フードロス
最終処分量

重点6事業の環境フットプリントにおける栄養・加工食品事業の割合
（イメージ）

無糖コーヒー飲料：「Birdy®」
Black Zero Sugar
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減塩タイプの天然
系調味料

バイオマスコジェネレーションシステム
で使用するもみ殻

重点事業別成長戦略

ソリューション＆イングリディエンツ（S&I）
当社グループならではのアミノ酸の知見を結集し、「おいしさ設計技術Ⓡ」と融合することで
生活者の志向の変化に対応した健康価値を実現するソリューションをBtoBで提供します。

国内外の加工用うま味調味料については、加工食品メー
カー向けの需要は堅調に推移した一方、外食用需要が落ち
込み、全体として需要は減少しました。2021年度は世界
全体としては2019年度並みに戻る見込みです。今後、中
国、アジア、アフリカにおけるオーガニック成長が世界市場
をけん引するものと予測しています。

原油価格高騰に伴うバイオエタノール需要の高まり、気
候変動による不作、労働力不足、物流費高騰等により、
コーン、粗糖、タピオカ等加工用うま味調味料の主原料市
況の高騰が見込まれています。

2020年度は、日本の外食向け事業については、新型コ
ロナウイルス感染拡大による影響を受け、オフィス街や行
楽地、繁華街における飲食店の需要が減少しました。緊急
事態宣言が発出された2020年4月以降、徐々に回復して
いるものの落ち込みは継続しています。2021年度は、テ
イクアウト、デリバリー需要の継続と、ワクチン接種による
客足の回復により前年比で拡大基調を見込んでいます。

日本の外食産業は、業態の規模縮小をはじめ、生活者の
意識の変化により業界構造が変化しています。インバウン
ドの回復には時間を要する見込みである一方、テイクアウ
ト、デリバリーは継続して拡大する見通しであり、制菌や保
湿、おいしさ維持のニーズが高まっています。

市場動向

リスクと機会

加工用うま味調味料では、MSGの生産におけるバイオ
マスコジェネレーションシステム*等の導入を進め、CO2排
出量のさらなる削減およびコストダウンに取り組みます。

日本の外食向け事業では、高収益カテゴリー、高付加価
値製品ヘのシフトを進めることで構造改革に取り組みま
す。2022年度に向けては、需要拡大が見込まれる減塩、
減糖、代替たんぱく質領域でのソリューションを提供しま
す。また、食の新しい機会、食生活の多様化に即応したス
タートアップとの価値共創を推進します。

成長戦略

*  もみ殻やウッドチップ等のバイオマスを利用し、熱源より電力と熱（蒸気）
を生産し供給するシステム

* 一部、生産量比按分で割合を算出しているため、およその傾向としてご理解ください。

CO2
排出量

プラスチック
使用量

フードロス
最終処分量

重点6事業の環境フットプリントにおけるS&I事業の割合（イメージ）
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「ザ★®シュウマイ」

重点事業別成長戦略

冷凍食品
健康志向に応える高付加価値製品をはじめとして、内食需要が引き続き拡大しています。強みのある製品領域で
生活者の様々なニーズにお応えするとともに、事業の構造改革を進め、資本効率を高めていきます。

2021年度、日本においては、外食と同等の品質・バラエ
ティへの欲求、調理の簡便化へのニーズ、栄養バランスへの
関心の高まりを受け、内食需要は引き続き好調に推移する
ことが見込まれています。欧米においては、アジアンカテゴ
リー製品の需要が引き続き伸長するものと予測されます。

りを受け、栄養バランスの良い製品への期待が高まってい
ます。

一方で、原材料費や人件費の高騰によるコストの上昇、さ
らに外食産業等からの参入による競争の激化、環境意識の
高まりによる規制強化が今後のリスクとして想定されます。

2020年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で内
食機会が増加し、国内外ともに家庭用市場が拡大しまし
た。業務用冷凍食品においては、外食市場の落ち込みによ
り縮小したものの、デリバリー、テイクアウト市場は拡大し
ました。

国内外ともに、内食機会の増加により、冷凍食品のおい
しさ、簡便さといった価値が改めて評価されつつあります。
業務用においても、デリバリー・テイクアウト市場の拡大に
より、店舗内調理の簡便化やフードロスの低減へのニーズ
が高まりつつあります。また、食に対する健康意識の高ま

市場動向

リスクと機会

によりさらに強化し、オーガニック成長を加速します。一方
で、不採算アイテムの削減や在庫削減、アセットライト化の
継続により、構造改革を進め資本効率を高めていきます。

業界に先駆けて2020年度までに日本の全ての工場で達
成したフリーザーの脱フロンの取り組みは、海外で継続して
進めます。加えて、プラスチック使用量の削減、フードロス
低減、温室効果ガス排出削減にも積極的に取り組みます。

日本では、コア領域であるギョーザ、シューマイ、デザー
トの製品開発、販売を強化します。また、減塩タイプや3大
アレルゲン不使用の製品で一般生活者の健康ニーズに応
えるほか、病院・介護食向けには減塩、たんぱく質強化と
いった付加価値型の製品を提供していきます。

海外では、圧倒的強みを持つアジアンカテゴリー製品
（ギョーザ、米飯、麺等）のおいしさ、簡便性を日本発の技術

成長戦略

* 一部、生産量比按分で割合を算出しているため、およその傾向としてご理解ください。

CO2
排出量

プラスチック
使用量

フードロス
最終処分量

重点6事業の環境フットプリントにおける冷凍食品事業の割合
（イメージ）

米国で販売しているギョーザ
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再生医療用培地

重点事業別成長戦略

ヘルスケア
主に医薬用・食品用アミノ酸、バイオファーマサービス（医薬品の受託製造サービス）を展開。
いずれも需要が堅調に伸びる中、アミノ酸メーカーならではの技術・知見を活かし
市場での優位性を確立しながら多様な製品・サービスをグローバルに提供します。

調に成長しています。他方、核酸医薬、抗体医薬、次世代
抗体といったバイオ医薬品の市場は、新型コロナウイルス
感染症用ワクチン開発等の追い風もあり、今後も高成長を
維持すると予想しています。

よる影響として、ワクチン等の市場拡大というプラス側面
と、その他医薬品の臨床開発治験の遅れといったマイナス
側面が混在しています。また、原料・副原料の調達面、物
流面への影響も継続して注視していく必要があります。

医薬用・食品用アミノ酸市場は、世界的に需要が伸びて
おり、安定的な成長を見込んでいます。

医薬品の受託製造サービス市場は安定成長の潮流が続
いています。低分子医薬品は現在も市場の大半を占め、堅

医薬用・食品用アミノ酸においては、高品質アミノ酸の
継続的な需要増加への対応が必要です。

バイオファーマサービスにおいては、医薬品の中でもオ
リゴ核酸等の中分子・高分子医薬品開発の活性化を機会
と捉えています。ただし、新型コロナウイルス感染拡大に

市場動向

リスクと機会

差別化を図りながら、オリゴ核酸、抗体等のタンパク質、抗体
薬物複合体の各市場でのプレゼンスを高めます。

再生医療用培地については、当社は京都大学iPS細胞研
究所をはじめとする再生医療をリードする組織との共同開
発で高品質・高性能なiPS細胞用培地を開発し、基礎、臨床
用とも日本におけるNo.1ポジションを確立しています。
今後iPS由来細胞治療製品の臨床用途需要の増加が予想
され、当社がターゲットとする再生医療用培地の需要も伸
長する見通しであり、積極的に海外展開を図ります。

医薬用・食品用アミノ酸では、需要増加に応じた供給体
制を構築します。アミノ酸を原料から生産するアミノ酸メー
カーとして、フルトレーサビリティによる高品質と安定供給、
適正なレギュレーション対応により付加価値を提供します。

バイオファーマサービスでは、既存の低分子医薬品事業
においては堅牢な品質管理体制と顧客との信頼関係を強
みに安定的な成長を図ります。バイオ医薬品領域において
は、AJIPHASE®、CORYNEX®、TALAMAX®、AJICAP®

等、当社グループ独自の医薬品生産技術の優位性を活かし

成長戦略

* 一部、生産量比按分で割合を算出しているため、およその傾向としてご理解ください。

CO2
排出量

プラスチック
使用量

フードロス
最終処分量

重点6事業の環境フットプリントにおけるヘルスケア事業の割合
（イメージ）
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磁性材料：
「AFTINNOVA®」

重点事業別成長戦略

電子材料
半導体パッケージ基板用層間絶縁材料「味の素ビルドアップフィルム®」(ABF)をベースに、
業界最高レベルの技術開発力と先進デジタル技術を駆使し、キーマテリアルを提供し続けることにより、
先進IT社会の実現に貢献していきます。

年は19.7%*1、5Gのさらなる普及・進展、AIや自動運転
の車載用途等、幅広い製品の需要の拡大により、今後10
年間は年平均8.8%*2の成長が予測されています。

需要の拡大への着実な対応のほか、将来の情報処理基
盤構想に関するコンソーシアムへの参画を通じて、次世代
コンピューティングの実現に向けたキーマテリアルの提供
機会を捉えていきます。

2020年の半導体市場の規模は、前年比＋6.8%成長しま
した*1。在宅勤務やeラーニングの推進によるパソコン用
途、巣ごもり需要によるゲーム用途が伸びたほか、5Gイン
フラ整備に伴いデータセンター向けサーバー用途、通信
ネットワーク用途の需要も拡大しました。同市場は、2021

半導体パッケージ構造は日進月歩で技術革新が進んで
いるため、パッケージ構造の急激な変化等には注視してい
く必要があります。また、2020年度の業績への影響は限
定的でしたが、米中貿易摩擦の動向も継続的にモニタリン
グしていきます。

市場動向

リスクと機会

現在の事業を維持・継続し、スマートフォン向けや磁性
材料等の新規事業を拡大していきます。そのために、引き
続き、顧客と密なコミュニケーションを図り、ニーズに対応
した新製品の迅速な投入、細やかな技術サポートを強化す
ることで、参入障壁を高めます。

今後も先進デジタル技術を駆使してIT社会のキーマテ
リアルを提供し続けるとともに、スピード感をもって新製品
の開発にも取り組んでいきます。

成長戦略

*1 出典：WSTS世界半導体市場統計
*2 出典：市場調査会社IBS

* 一部、生産量比按分で割合を算出しているため、およその傾向としてご理解ください。

CO2
排出量

プラスチック
使用量

フードロス
最終処分量

重点6事業の環境フットプリントにおける電子材料事業の割合
（イメージ）

成長が見込まれる分野

車載高速通信／
5G

AIクラウド／
データセンター
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ROICを重視する経営

ROIC>ハードルレート

事業ポートフォリオ
マネジメント

ROICツリー展開を
活用した価値向上

ROIC（＞資本コスト）
（　）：除く構造改革費用

オーガニック成長率（前年比）

FY19（実績） FY22（目標） FY25（目標）

0.3%

3.0%
（約6％）

FY20（実績） FY21（予想）

約6%

7.0%
（約8％） 8%

4%

10-11%

5%

13%

5%

ROICとオーガニック成長率の推移

効率性

成長性 0.6%

6.9%
（約8％）

2020-2022年度
フェーズ1

構造改革

2023-2025年度
フェーズ2

再成長

2030年度の
ゴール

* 除く構造改革費用

2021年度重点KPI（セグメント別予想）

調味料・
食品

食品

セグメント FY20実績とFY21予想

オーガニック成長率
FY20
（実績）

FY21
（予想）

FY20
（実績）

FY21
（予想）

FY20*
（実績）

FY21*
（予想）

FY22
（目標）

FY25
（目標）

単価成長率 ROIC

アミノ
サイエンス

冷凍食品

ヘルスケア
等

栄養・加工食品

バイオファーマサービス
＆イングリディエンツ

ファンクショナル
マテリアルズ

その他

冷凍食品

調味料

ソリューション＆
イングリディエンツ

0.3% 約6% 約13% 12%～ 17%～
WACC 6%

約2%2.8%

5.0% 約6% 約2%2.8%

3.5% 約7% ––

12.4%

約1% 1%～ 5%
WACC 5%

0.6%

約7% 10%～ 12%～
WACC 8%

1.2%

2021年度業績予想

● 売上高 ：11,130億円
 ヘルスケア等で減収も、調味料・食品、冷凍食品で増収となり、全体で増収。
● 事業利益 ：1,150億円
 ヘルスケア等の重点事業や冷凍食品の増収効果等で、全体で増益。
● 親会社の所有者に帰属する当期利益 ：600億円
 2021年度の構造改革費用は約100億円を見込むが、親会社の所有者に帰属する当期利益は増益。

2020年度業績サマリー

● 売上高 ：10,714億円（対前年▲2.6％）
 新型コロナウイルスのグローバルでの拡大に伴い、主に、調味料・食品および冷凍食品において、内食需要の
 伸張により家庭用製品の販売が増加した一方、ロックダウン等の影響により引き続き外食用・業務用の販売が減少。
● 事業利益 ：1,131億円（対前年＋14.0％）
 化成品の大幅増収、調味料・食品や冷凍食品における家庭用製品の増収効果や製品ミックス改善効果等により増益。
● 親会社の所有者に帰属する当期利益 ： 594億円（対前年＋215.4％）
 固定資産（遊休資産）の譲渡による固定資産売却益と動物栄養事業の事業構造改革に伴う減損損失等を計上したものの、
 構造改革関連費用は2019年度より縮小。

財務資本戦略

2030年の目指す姿に向け
中期経営計画の実行を加速
執行役常務

中野 哲也

と2019年度より改善しました。新型コロナウイルスの事業
への影響は2021年度も続きますが、コロナ禍においても中
期経営計画を上回るスピードで実施してきた経営資源のシ
フトを確かな成長につなげていくために、ROIC重視とオー
ガニック成長への回帰に向けた変革を、引き続き財務資本
戦略の重点テーマと位置付け、実行を加速していきます。

味の素グループは、顧客価値（社会価値）創出に対する従
業員エンゲージメント向上が経済価値を生む企業価値向上
サイクルにより、2030年の目指す姿を実現していきます。
2020年度は、外食向けビジネスが新型コロナウイルス感染
拡大の影響を受け、オーガニック成長率はプラスには至りま
せんでしたが、構造改革を着実に進めた結果、ROICは6.9%

中期経営計画の実行を加速
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ROICを重視する経営

ROIC>ハードルレート

事業ポートフォリオ
マネジメント

ROICツリー展開を
活用した価値向上

ROIC（＞資本コスト）
（　）：除く構造改革費用

オーガニック成長率（前年比）

FY19（実績） FY22（目標） FY25（目標）

0.3%

3.0%
（約6％）

FY20（実績） FY21（予想）

約6%

7.0%
（約8％） 8%

4%

10-11%

5%

13%

5%

ROICとオーガニック成長率の推移

効率性

成長性 0.6%

6.9%
（約8％）

2020-2022年度
フェーズ1

構造改革

2023-2025年度
フェーズ2

再成長

2030年度の
ゴール

* 除く構造改革費用

2021年度重点KPI（セグメント別予想）

調味料・
食品

食品

セグメント FY20実績とFY21予想

オーガニック成長率
FY20
（実績）

FY21
（予想）

FY20
（実績）

FY21
（予想）

FY20*
（実績）

FY21*
（予想）

FY22
（目標）

FY25
（目標）

単価成長率 ROIC

アミノ
サイエンス

冷凍食品

ヘルスケア
等

栄養・加工食品

バイオファーマサービス
＆イングリディエンツ

ファンクショナル
マテリアルズ

その他

冷凍食品

調味料

ソリューション＆
イングリディエンツ

0.3% 約6% 約13% 12%～ 17%～
WACC 6%

約2%2.8%

5.0% 約6% 約2%2.8%

3.5% 約7% ––

12.4%

約1% 1%～ 5%
WACC 5%

0.6%

約7% 10%～ 12%～
WACC 8%

1.2%

2021年度業績予想

● 売上高 ：11,130億円
 ヘルスケア等で減収も、調味料・食品、冷凍食品で増収となり、全体で増収。
● 事業利益 ：1,150億円
 ヘルスケア等の重点事業や冷凍食品の増収効果等で、全体で増益。
● 親会社の所有者に帰属する当期利益 ：600億円
 2021年度の構造改革費用は約100億円を見込むが、親会社の所有者に帰属する当期利益は増益。

2020年度業績サマリー

● 売上高 ：10,714億円（対前年▲2.6％）
 新型コロナウイルスのグローバルでの拡大に伴い、主に、調味料・食品および冷凍食品において、内食需要の
 伸張により家庭用製品の販売が増加した一方、ロックダウン等の影響により引き続き外食用・業務用の販売が減少。
● 事業利益 ：1,131億円（対前年＋14.0％）
 化成品の大幅増収、調味料・食品や冷凍食品における家庭用製品の増収効果や製品ミックス改善効果等により増益。
● 親会社の所有者に帰属する当期利益 ： 594億円（対前年＋215.4％）
 固定資産（遊休資産）の譲渡による固定資産売却益と動物栄養事業の事業構造改革に伴う減損損失等を計上したものの、
 構造改革関連費用は2019年度より縮小。

財務資本戦略

各事業を、市場の魅力度と自社の競争優位性から評価
された「成長性」と、WACCとROICの対比等で評価された

「効率性」の二軸で分析し、資源配分の優先順位付けを行う
ことにより、オーガニック成長と投下資本効率の改善を果
たします。事業ポートフォリオの選別にあたっては、事業ご
とのWACCの違いを考慮し、それぞれの事業のROICが
WACCを上回るかどうかを基準とします。

2021年度には、経営会議の下部機構として「重点事業グ
ランドデザイン会議」を設けました。重点事業グランドデザ
イン会議において定期的に事業ポートフォリオ分析を行
い、事業区分の判定を実施の上、資源配分の優先順位付け
を行います。

味の素グループでは、資本コスト（WACC）を上回る
ROICの維持・改善に向けて、経営と現場が一体となって継
続的に取り組んでいます。経営は、「成長性」と「効率性」の
二軸で経営資源の最適配分を行うことによって、継続的な
投下資本効率の向上を目指し、現場は、自律的なマネジ
メントに基づき、中長期視点でのROIC向上に努めてい
きます。

「ROICを重視する経営」に向けた取り組み

事業ポートフォリオマネジメント

P.54「事業ポートフォリオマネジメント」をご覧ください。
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ROICツリー

目的 全社・事業のポジショニングの把握

全社戦略や事業戦略を踏まえ、
グローバル・コーポレートで設定

各事業のアクションプランの達成度を測定

事業特性を踏まえ、
事業部レベルで設定

個社の特性に
応じて設定設定方針

オーガニック成長

資本効率の改善

さらに細分化
されたKPIを
設定し
ROIC向上を
自分ごと化

市場成長率 市場シェア
成長率

単価成長率 セールス
ミックス

人財投資

R&D投資マーケティング
投資

自動化推進

コーポレート機能の高付加価値化

継続的な
製造コスト削減

政策保有株式
見直し

遊休不動産売却

投資決定
プロセス向上

のれん
マネジメント
の高度化

適切な長期投資
（固定資産）

債権流動化
サプライヤー
ファイナンス
適用拡大

SCM*2適用拡大 SKU*3見直し運転資本の
最適化

（流動資産・負債）

CCC*1の
継続的改善

キャッシュ・フロー 
マネジメント

キャッシュ・プーリングの
グローバル展開

オペレーショナル
コストの効率化
（製造コスト・SG&A)

税金コストの
低減（法人税等） グローバルタックスマネジメント

成長につながる
費用投資

高付加価値
売上拡大
（数量×単価）

オーガニック
成長

（粗利・SG&A)

資本効率性の
向上

（投下資本）

収益性の向上
（税引後営業利益）

全事業共通ROICツリー 事業・個社ROICツリー

ROICの
向上

1兆3,536億円
ネットD/Eレシオ

0.57倍
ネットD/Eレシオ

0.44倍
ネットD/Eレシオ
0.50倍以下

1兆4,312億円 1兆4,000億円

2020年3月末
（実績）

2021年3月末
（実績）

2023年3月末
（計画）

総資産の推移

2020-2022年度のキャッシュ・フロー計画
イン アウト

営業CF・資産圧縮等
4,000億円～

各種投資2,900億円

株主還元1,000億円～

営業CF
FY20実績 1,656億円
FY21予想 約1,500億円

設備投資 2,100億円
FY20実績 　918億円
FY21予想 約750億円

調達種類別有利子負債残高（リース負債除く）の
内訳（2021年３月末）

3,504億円
有利子負債残高

1,496億円
社債

1,419億円
長期借入金

金利構成

85％
固定金利

7.4年

平均残余年数
長期有利子
負債の残余年数

108億円
短期借入金

180億円

一年内返済予定の
長期借入金

300億円

コマーシャル・
ペーパー

その他、
売上債権流動化を

一部実施

15％変動金利 

財務資本戦略

ていきます。また、「事業・個社ROICツリー」として、各事業
のアクションプランに応じた価値向上につながるKPIを事
業特性に応じて独自に設定します。これにより、現場主体
の自律的なマネジメントに基づくROICの改善活動が、味
の素グループ全体の企業価値向上とつながっている状態
を実現させます。

ROICツリー（下図参照）をグループ全体に展開すること
で、現場主体の自律的なマネジメントに基づく中長期での
ROIC改善を目指すとともに、重要なKPIが経営者・現場の
双方から可視化されている状態を実現します。ROICツリー
では、「全事業共通ROICツリー」でKPIを管理し、同業他社
分析や時系列分析等、事業ポートフォリオの判断につなげ

ROICツリー展開を活用した価値向上

*1 キャッシュ・コンバージョン・サイクル　*2 サプライチェーン・マネジメント　*3 ストック・キーピング・ユニット
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ROICツリー

目的 全社・事業のポジショニングの把握

全社戦略や事業戦略を踏まえ、
グローバル・コーポレートで設定

各事業のアクションプランの達成度を測定

事業特性を踏まえ、
事業部レベルで設定

個社の特性に
応じて設定設定方針

オーガニック成長

資本効率の改善

さらに細分化
されたKPIを
設定し
ROIC向上を
自分ごと化

市場成長率 市場シェア
成長率

単価成長率 セールス
ミックス

人財投資

R&D投資マーケティング
投資

自動化推進

コーポレート機能の高付加価値化

継続的な
製造コスト削減

政策保有株式
見直し

遊休不動産売却

投資決定
プロセス向上

のれん
マネジメント
の高度化

適切な長期投資
（固定資産）

債権流動化
サプライヤー
ファイナンス
適用拡大

SCM*2適用拡大 SKU*3見直し運転資本の
最適化

（流動資産・負債）

CCC*1の
継続的改善

キャッシュ・フロー 
マネジメント

キャッシュ・プーリングの
グローバル展開

オペレーショナル
コストの効率化
（製造コスト・SG&A)

税金コストの
低減（法人税等） グローバルタックスマネジメント

成長につながる
費用投資

高付加価値
売上拡大
（数量×単価）

オーガニック
成長

（粗利・SG&A)

資本効率性の
向上

（投下資本）

収益性の向上
（税引後営業利益）

全事業共通ROICツリー 事業・個社ROICツリー

ROICの
向上

1兆3,536億円
ネットD/Eレシオ

0.57倍
ネットD/Eレシオ

0.44倍
ネットD/Eレシオ
0.50倍以下

1兆4,312億円 1兆4,000億円

2020年3月末
（実績）

2021年3月末
（実績）

2023年3月末
（計画）

総資産の推移

2020-2022年度のキャッシュ・フロー計画
イン アウト

営業CF・資産圧縮等
4,000億円～

各種投資2,900億円

株主還元1,000億円～

営業CF
FY20実績 1,656億円
FY21予想 約1,500億円

設備投資 2,100億円
FY20実績 　918億円
FY21予想 約750億円

調達種類別有利子負債残高（リース負債除く）の
内訳（2021年３月末）

3,504億円
有利子負債残高

1,496億円
社債

1,419億円
長期借入金

金利構成

85％
固定金利

7.4年

平均残余年数
長期有利子
負債の残余年数

108億円
短期借入金

180億円

一年内返済予定の
長期借入金

300億円

コマーシャル・
ペーパー

その他、
売上債権流動化を

一部実施

15％変動金利 

財務資本戦略

2020年度の営業キャッシュ・フローは1,656億円となり
ました。営業キャッシュ・フローと事業構造改革による資産
圧縮を進め、リソースアロケーションによりキャッシュ創出
力をさらに高めていきます。2020-2022年度の期間で合計
4,000億円以上のキャッシュインを計画しており、重点事
業への成長投資と株主還元の充実のために使用していき
ます。2020-2022年度の株主還元は1,000億円以上を計
画しています。

金融市場の急激な変化に対応し、コロナ禍におけるグ
ループ各社の事業継続をサポートできるよう、連結ベース
で十分な手元流動性を確保するとともに各地域内・地域間
のキャッシュマネジメントシステムを整備し、グループ内で
資金を有効に活用しています。資金調達手段については、
社債、コマーシャル・ペーパー、金融機関借入、売上債権流
動化等、多様化を図り期日を分散させています。加えて、
これらをバックアップする円貨、外貨のコミットメントラ
インを備えています。

また、為替の急激な変動リスクを回避するため、各国・地
域における外貨建ての営業債権・債務、有利子負債等の確
定した取引については、原則として為替予約をしています。

「ROICを重視した経営」を進めるべく、高い投資効率を
維持できる健全なバランスシートを維持していきます。
2020年度においては、事業資産圧縮により約370億円、ま
たリソースアロケーションおよび政策保有株式の売却によ
り約170億円、合計で約540億円のアセットライト化を実
施しました。収益性の向上により営業キャッシュ・フローが
改善し、コロナ禍におけるリスク対応として現預金残高を
増やしたため総資産が増加しましたが、2020-2022年度
においては、約1,000億円のアセットライト化を進め、総資
産の増加を抑えていきます。負債・資本サイドは、2020年
度末のネットD/Eレシオは0.44倍となり、中期的にネット
D/Eレシオ0.5倍以下にコントロールしていきます。

キャッシュ・フロー計画

資金調達リスク、為替リスクへの対応

バランスシートの目指す姿

P.53「2025年度までのアセットライト化計画と進捗」をご覧ください。

味の素グループ 76 統合報告書 2021

Dear Stakeholders Our Vision & Strategy Management Plan Our Governance



（Index*2）

0

50

100

150

200

250

300

350

’11/3 ’12/3 ’13/3 ’14/3 ’15/3 ’17/3 ’18/3 ’20/3 ’21/3’16/3 ’19/3

味の素（株） TOPIX食料品

TOPIX

配当金・配当性向の推移

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
（予定）

配当性向（%）配当／株（円）

16
18

20

24

28
30

32 32 32

42
44

26.1 24.2
29.1 30.6

23.1
32.3

30.0

93.1

38.8 39.6

59.7

（年度）

Our
Governance

Part 4

財務資本戦略

長期的には、企業価値の最大化を目指す中でキャッシュ・
フローの成長投資と株主還元への配分を決定していき、株
主還元については安定的、継続的に拡充していくことを目
指しています。2020-2025中期経営計画のうち、構造改
革にあたるフェーズ１の2020-2022年度における収益拡
大と資産圧縮を通じて創出するキャッシュ・フローを成長へ
の投資に充当するとともに、1,000億円超の株主還元を行
います。今中期経営計画から、配当性向を従来の30％から
40％を目途に引き上げ、総還元性向が50％以上となるよ
う安定的・継続的に株主還元を拡充していきます。

1株当たり当期利益（EPS）の向上と、中長期的に株主資
本コストを上回るROICの実現によって企業価値を向上さ
せ、配当込みTOPIXを上回るトータル株主リターン（TSR）*1

を目指します。

株主還元方針

トータル株主リターン（TSR）

株価パフォーマンス（10年間） 年度ごとの株価推移

年度 最高値
（円）

最安値
（円）

年度末
（円）

ボラティリ
ティ*3

2010 953 729 867 26.9%

2011 1,047 847 1,038 26.2%

2012 1,416 1,018 1,415 20.0%

2013 1,594 1,236 1,475 28.2%

2014 2,782.50 1,443.00 2,634.50 26.2%

2015 3,161.00 2,404.00 2,539.50 33.6%

2016 2,702.50 2,020.00 2,196.50 28.2%

2017 2,543.50 1,853.00 1,925.00 19.2%

2018 2,188.00 1,624.50 1,769.00 25.4%

2019 2,088.00 1,626.00 2,010.50 26.1%

2020 2,527.50 1,694.00 2,265.50 28.9%

投資期間
1年 3年 5年 10年

累計/年率 累計 年率 累計 年率 累計 年率

味の素（株） 14.8% 23.2% 7.2% ▲4.2% ▲0.8% 192.9% 11.3%

TOPIX 42.1% 22.1% 6.9% 62.3% 10.2% 179.4% 10.8%

TOPIX食料品 9.8% ▲7.2% ▲2.4% 3.8% 0.7% 182.8% 11.0%

*3 数値は標準偏差

*1 Total Shareholder Return ： 株式の値上がり益と配当を合計した利回り

*2 2011年3月末日の終値データを100とした配当込みの株価指数の推移
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