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問 合 せ 先   広報ＩＲ部長  川  文  人 

(TEL 03－3216－0821） 

 

新グループ中期三ヵ年経営計画「ダブルウェーブ２１」 

（平成 20 年度～平成 22 年度）について 
 

 株式会社マルハニチロホールディングスは、新グループ中期三ヵ年経営計画「ダブルウェーブ

２１」（平成 20 年度～平成 22 年度）を策定し、本日開催の取締役会にて承認可決いたしました

のでお知らせいたします。 

 

マルハニチログループの経営理念は、誠実を旨とし、本物・安心・健康な「食」の提供を通じて、

人々の豊かな生活文化の創造に貢献することです。 また、経営理念の実現がグループにとって

のＣＳＲ（企業の社会的責任）そのものであると認識し、健全な企業活動に努め、オープンでフェア

な企業グループであり続けます。そして環境に留意するとともに、グローバルな企業として、世界

の国や地域の文化を尊重し、社会との共生を図ってまいります。 

 

本年 3 月まで取り組んだ前グループ中期三ヵ年経営計画「ニューウェーブ２１」(平成 17 年度～

平成 19 年度)は、「グループのコア・アイデンティティは『魚』」とし、守りの経営から攻めの経営へ

の転換を目指し、戦略セグメント・事業ユニット単位のグループ経営の強化とコア事業への「選択

と集中」に基づく成長戦略の実現に注力してまいりました。 

 

新グループ中期三ヵ年経営計画「ダブルウェーブ２１」においては、水産・食品事業をコアとした

世界の食へ貢献する 21 世紀のエクセレントカンパニーとして、常に新しい食の世界を提案する価

値創造型企業を目指すと共に、経営資源の「選択と集中」によるグループの全体最適化を進める

ことで、グループ価値の最大化を目指しています。 

 

（A）．CSR 経営の推進 

(A-１)．CSR 目標の実現 

 経営理念に沿った具体的なＣＳＲ目標（安全・品質／コンプライアンス／環境・社会／人

権・労働／情報）を設定し、その実現に向けて役職員全員参加で取り組みます。 

(A-２)．コンプライアンスの徹底 

 グループの隅々までコンプライアンス意識を浸透させ、法令違反や不祥事の未然防止

ならびに早期発見およびその是正に努めます。 

 

（B）．「ダブルウェーブ２１」の策定にあたって 

(B-１)．前グループ中期三ヵ年経営計画（平成 17 年度～平成 19 年度）の総括 

 前中期経営計画では、グループ経営の強化による「守りから攻めへの方向転換」を行い

「コア事業の強化」「海外戦略への取組強化」を 2 つの大きな目標と致しました。     

しかしながら、国際的な魚介類需給動向の予想を上回る速さでの変化や、燃油高騰な

どの環境の急激な変化により、利益目標は達成することができませんでした。 
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 前中期経営計画で掲げた方針については、一定の成果を上げてきており、マルハ・ニチ

ロ両社が投じた設備投資総額約 500 億円の内、前中期経営計画中に成長のために投

じた約300億円の設備投融資、Ｍ＆Ａなどの画期的な施策の効果は新中期経営計画に

引き継がれることになりました。 

 ニチログループとの経営統合は、水産物を柱としたバランスの良い国内のサプライ   

チェーン構築につながりました。 新中期経営計画では、経営統合をより完全な形に進

め、更なるコスト削減と事業シナジー効果を追求してまいります。 

 

(B-２)．事業環境の変化 

 日本国内においては少子高齢化が進行しており、食品需要は漸減傾向にあります。 

一方、世界規模では、中国やインドなどを中心としたアジアの人口増加と経済成長によ

り、今後も食品需要の高い伸びが見込まれます。 

 水産物においては世界的需要の拡大、そして資源枯渇問題・漁獲規制強化などにより

引き続き価格は上昇傾向にあります。また、バイオ燃料の普及等による穀物価格上昇

もあり、水産・食品メーカにとっての主原料価格は軒並み上昇しています。さらに、燃油

価格も高騰を続けており、包装資材費・物流費等のあらゆる面でコストアップにつながっ

ております。 

 このような事業環境変化の下で、国内の消費者の皆様に安定的に食品および水産物を

供給するためには、安全・安心の強化とともに、グループの水産物調達力をさらに強化

することが重要になってまいります。 

 

(B-３)．課題 

 天然水産資源の供給量が増加しない環境下で、世界的な水産資源の囲い込みと資源

管理漁業が強化されておりますので、資源へのアクセス力強化が喫緊の課題になって

おります。 

 成長する海外市場が水産物購買力を強めている中、日本市場への水産物安定供給体

制の構築が課題になっております。 

 食糧・水産物・燃油価格高騰の環境下、コストアップ分をコスト削減・値上げで対応する

だけではなく、消費者の皆様にとって価値ある本物・安心・健康な「食」の開発を進める

ことが課題と認識しております。 

 高齢化社会を迎えるに当たって、「食」を通じての健康はますます重要になってまいりま

した。水産物由来の栄養・健康成分を付加価値とした健康関連食品、介護食などの開

発と提供が社会からの要請になっております。 

 

（C）．「ダブルウェーブ２１」の骨子 

(C-１)．経営統合の完成と統合効果の追求 

 マルハとニチロの経営統合を完成させ、それぞれの強みである調達力と商品開発力

を最大限に発揮することによる統合効果を追求いたします。 

 

(C-２)．優良な食材の安定的な供給 

 水産資源へのアクセス力を強化するとともに、トレーサビリティを重視した優良な食材

の確保と安定的な供給に努めます。 

 

(C-３)．世界市場への挑戦 

 拡大する海外市場への販売力強化に向けた取り組みを実行します。 
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(C-４)．経営基盤の整備 
 間接部門の最適化、グループインフラの整備を行い、持ち株会社体制によるセグメント

経営をさらに強固なものにいたします。 

 

（D）．「ダブルウェーブ２１」の経営目標 

 

(D-１)．「ダブルウェーブ２１」最終年度である平成 22 年度の経営目標は次のようになります。 

 平成 19 年度実績 平成 22 年度目標 

売上高 8,448 億円 10,000 億円 

営業利益 130 億円 240 億円 

ROA 2.4 ％ 4.6 ％ 

自己資本比率 13.9 ％ 15.7 ％ 

有利子負債残高 3,359 億円 2,999 億円 

 

(D-２)．戦略セグメント別目標営業利益 

営業利益 
戦略セグメント 

平成 19 年度実績 平成 22 年度目標 

水産セグメント 86 億円 110 億円 

食品セグメント 55 億円 143 億円 

保管物流セグメント 13 億円  19 億円 

その他  9 億円   8 億円 

全社 △ 33 億円 △ 40 億円 

合 計 130 億円 240 億円 

     ＊ 平成 19 年度実績は新中期経営計画に合わせてセグメント間で調整しております。 

 

（E）．「ダブルウェーブ２１」の具体的戦略 

(E-１)．海外戦略について 

 海外戦略の重点地域である北米、欧州そしてアジア･オセアニアの３地域におけるグル

ープ各社が連携･補完する「トライアングル･オペレーション」により、「調達―加工―販

売」のグローバルな最適化を図ります。 

 それぞれの地域における生産販売の強化により、平成 22 年度における海外市場への

売上高目標を1,200億円とし、更に、売上高比率15%の早期実現を目指してまいります。 

 

(E-２)．水産セグメントにおける事業戦略 

「ダブルウェーブ２１」における水産セグメントの戦略は、水産資源へのアクセス力を強化

するとともに、海外での加工体制の構築と国内外での水産加工品販売力を強化すること

にあります。 この戦略を遂行するための重要な施策は以下の通りです。 

 

 国内外漁業の強化 

国内漁業の維持拡大に再度挑戦し、世界で 6 番目に広い経済水域を有する国内水産

資源の最大活用を目指します。 

 国内外養殖事業の強化 

餌の開発から、養殖･販売まで一貫した体制を持つ強みを生かし、クロマグロ、カンパチ、
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ハマチ等高級魚養殖事業を伸ばしてまいります。また、マレーシアのエビ養殖事業や、

フィリピンでハタ養殖事業に着手するなど、海外養殖事業の強化にも取り組んでまいり

ます。 

 

 北米事業の基盤強化 

積極的な設備投資による生産能力の増強と魚介類の消費地としても成長性がある北

米市場における販売力の強化など事業基盤の強化を図ります。 

 

 水産商事活動の更なるグローバル化 

卓越した水産物調達力を最大限有効に活用するため、アジア地区を中心とした海外加

工能力を利用し、日本の市場のみならず、海外市場への加工品販売を更に推進いたし

ます。 

海外市場への販売強化により加わるスケールメリットを生かして、調達力の更なる強化

を図り、日本市場への安定供給に努めます。 

 

 国内流通の強化 

市場内流通は効率性を追求し、市場外流通においては最適原料の調達と効率の良い

加工でお得意先様の要望にこたえた商品の提供を目指します。 

 

(E-３)．食品セグメントにおける事業戦略 

「ダブルウェーブ 21」における食品セグメントの戦略としては、商品力の強化、国内外の生

産拠点の統廃合及び整備、組織の再編と効率化、国内外における加工・販売力強化を

掲げます。 この戦略を遂行するための重要な施策は以下の通りです。 

 

 国内生産拠点の統廃合 

グループ内生産拠点の最大限効率的な操業を目指します。 

先ず最初に、生産拠点が集中している北海道と一部東北地区において、生産拠点

の統廃合と整備による生産の効率化、重複機能削減によるコスト減、及びシナジー

効果の追求を行います。 

 

 組織の再編と効率化 

経営管理・事業管理機能を更に再編し、効率的事業運営を目指します。 

食品の物流機能を統一することにより、物流費の削減を目指します。 

 

 重点商品（冷凍食品）の強化 

市販用冷凍食品は国内自社工場生産品を中心とする重点商品への選択と集中を図

り、生産・販売の効率化を目指します。 

業務用冷凍食品はアイテム数の絞り込みと自社工場生産比率の向上（グループ内

工場での内製化）を図ってまいります。 

 

 健康関連・チルド事業の強化 

高齢化社会、メタボ対策を意識したＤＨＡ入り魚肉ソーセージ「リサーラ」等の特定保

健用食品、機能食品、介護食事業の強化を目指します。 

ちくわを中心としたチルド食品の配送ネットワークを活用し、チルド温度帯の新商品

の開発と事業強化を目指します。 
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 タイ加工拠点の欧米販売強化 

海外の最大加工拠点であるタイの食品・水産加工設備を最大限に活用して欧米市

場への食品販売強化を目指します。 

 

(E-４)．保管物流セグメントにおける事業戦略 

 冷蔵倉庫 38拠点、庫腹量 58 万トンの「コールドベルト」のネットワークを最大限活用し

た一貫物流体制を構築し、「総合物流サービスの提供」を目指します。 

 

(E-５)．品質管理体制の強化 

 グループにおける商品情報、お客様対応に関する情報、更に品質リスク管理情報など、

グループの品質情報資産を一元的に拡大運用し、お客様へのきめ細かい情報提供と、

情報活用による顧客満足度の一層の向上を図ります。 

 

(E-６)．成長のための設備投融資 

 「ダブルウェーブ２１」における成長戦略を達成するために、通常の更新設備投資約 200

億円に、水産・食品のコア事業に集中した戦略的な設備投融資約 400 億円を加えて、 

3 年間で総額 600 億円の設備投融資を実施いたします。 

 水産セグメントにおいては、貴重な水産資源を調達する目的で、新規漁船の建造などで

国内漁業を再編します。また、海外の生産設備増強を目指した投融資を計画しておりま

す。 

 食品セグメントにおいては、国内外の生産拠点の統廃合に取り組み、生産効率アップの

ための設備増強を実施いたします。 

 また、セグメントを問わず、調達・加工・販売機能強化のための新規Ｍ＆Ａ、業務提携な

ども積極的に実施いたします。 

 

(E-７)．財務体質の強化 

 有利子負債の削減を進めるとともに、バランスシートの改善を行い、財務体質の強化を

目指します。そして、財務体質の強化を通じて、株主価値の向上を目指してまいります。 

 

 

以  上 

 

（将来に関する記述等についてのご注意） 

 本資料に記載されている株式会社マルハニチロホールディングスに関連する業績見通し、

計画、方針、経営戦略、目標、予定、事実の認識、評価等といった将来に関する記述は、当社

が現在入手している情報に基づく、本資料の日付時点における予測、期待、想定、計画、認識、

評価等を基礎として記載されているに過ぎません。また、見通し・予想数値を算定するために

は、過去に確定し正確に認識された事実以外に、見通し・予想を行うために不可欠となる一定

の前提（仮定）を使用しています。これらの記述ないし事実または前提（仮定）については、そ

の性質上、客観的に正確であるという保証も将来その通りに実現するという保証もありません。

また、新たな情報、将来の事象、その他の結果にもかかわらず、常に当社が将来の見通しを

見直す可能性があります。 


