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ご挨拶

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

昨年は「食」の安全を揺るがすような様々な問題が起こり、消費者の皆様の安全に対する意識がより厳しくなりました。
また米国発の「サブプライムローン問題」や「リーマンショック」を背景とした世界の金融市場の混乱に伴い、日本の景気
も後退し食の消費環境は厳しくなり、本年は昨年以上に競争が激化すると考えております。

ご周知の通り、神戸物産では消費者の皆様に対して徹底的な安全安心をお届けすることが急務であると考え、自社
輸入食品に関して全ロットを外部機関だけでなく、当社品質管理検査室で検査し、ホームページ上でご案内させていた
だいております。業界唯一の100項目の農薬検査も2007年9月より継続して実施いたしております。

その安全安心への取り組みが、消費者の皆様にご理解いただけ、昨年はおかげさまで「業務スーパー」既存店の売り
上げが2008年7月から昨対の105％以上となりました。
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今後も引き続き、徹底的な食の安全を確保するため、独資の企業ではおそらく日本最大である総面積約4800ヘクター
ルの土地（カンボジアとエジプト）を確保し、当社で農作物の栽培から手がけ、農薬管理を行なう農業事業プロジェクトを
国内外で進めております。特にエジプトの規模は約3000ヘクタールで、この農耕による農作物で、昨今非常に問題視
されております飢餓人口の増加を抑制でき、300万人以上の飢餓を救えるのではないかと考えております。

また上途のように現在食品メーカー様の多くが厳しい経営状況にあり、今まで蓄積されたすばらしい技術や人材を消滅
させないよう神戸物産のスケールや技術、原材料の提供を行い、ＷＩＮＷＩＮな関係を築き、「食」の安定供給に社会的な
責任を持って取り組み、国内外で「食のＳＣＭ（製販一体）」の構築を加速してまいります。

神戸物産は今後も国内外で当社の強みであるオリジナル商品の開発や安全安心への取り組みに邁進し、消費者の
皆様に対して明確な存在感をアピールしてまいりますので、何卒ご理解とご協力を賜りますよう今後とも宜しくお願い申し
上げます。

以上
株式会社神戸物産
代表取締役会長兼社長 沼田昭二
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中国以外の新らたな海外（エジプト・カンボジア）並びに国内の土地（北海道）で農業事業「地産地工」（神戸物産造語）を行い、当
社の強みである製販一体の「食」のSCMを構築するべくプロジェクトに取り組んでおります。

現在、当社ではエジプトとカンボジアにて土地を確保し、当社の食品メーカーとしての技術・ノウハウ・経験を活かす為に現地法人
並びに自社工場の建設を予定しております。自社農園（土地の確保）で農作物を栽培し（農薬管理）、自社工場で加工し、原材料
の生産から商品の加工・製造までを行い、自社輸入して業務スーパーで販売するという安全安心をのせた「食」のSCMの仕組み
（＝「食」の履歴、トレーサビリティーの強化）を構築し、海外や国内で取り組んでまいります。

自社農園

安全な原材料の提供

いつ、どれだけどんな肥料を使用し、いつ、どれだけの量を収穫し、

いつ、どれだけの量を、どのように加工して、いつ店舗へ納品、

販売・・・といった全ての履歴がわかるしくみ（システム）を構築します。

※情報は神戸物産ホームページで公開予定。

1.他社に例のない「食のＳＣＭ」の実践

■自社農園での原料調達～生産～販売までを一元化

4自社物流システム

廃棄物削減・再利用

配送効率化による環境負荷の低減・営業が不要

・営業経費がかからない

安全安心の提供

自社工場



2-1. 地産地工（神戸物産造語）について

●「遠産遠消」から「地産地消」へ変化

産地と消費地の間の交通網が発達した現代では、様々な食物が産地や季節を問わず手に入る「遠産遠消」が可能となり、海外で大量生産された食物や

日本で生産できない食物も店頭に並んでおります。しかし環境を考えたとき「遠産遠消」では非効率であり、農薬や生産環境の衛生面、遺伝子組み換え、

様々な食品添加物等の問題が発生したため、その地域で管理生産された農産物や水産物をその地域で消費する「地産地消」が一般に推進されております。

しかし、気候の関係で一定の地域内で良質な作物を生産できる農産物の種類には限度がありますので食材のバリエーションがかなり少なくなり、人口が

少ない土地だと農産物の大量消費ができません。これらのことを考えますと「地産地消」は現実的には困難であると考えられます。

●神戸物産は「地産地消」から「地産地工」（神戸物産造語）を推奨

現在の肥料穀物については、そのほとんどを輸入に依存しており、大変高価であり貴重な資源です。

また輸入依存しながら一方では、貴重な食品製造副産物（カスなど）や残さ（皮など）の限りある資源を廃棄しているのが現状です。

昨今、地球環境問題などから考え、廃棄物について有効活用していくことが求められております。
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昨今、地球環境問題などから考え、廃棄物について有効活用していくことが求められております。

そこで神戸物産では、さらに一歩進んだ神戸物産にしか出来ない「地産地工」（神戸物産造語）を実践してまいります。

農薬管理した肥沃な土地で栽培した原料を、隣接している加工工場にて飽和塩蔵・乾燥・冷凍・包装加熱の4方法にて加工します。

規格外の野菜は製品化（ペーストや刻みなど）し、加工工程ででた30％以上のカスや皮などを廃棄処分せずに、同じ土地で

堆肥・飼料（エコフィード）に加工し再利用します。高価な肥料を購入せず、農薬管理された堆肥を再利用し循環させますので、

安全性の確保へとつながり、そうして栽培した原料を自社の技術をもって商品に加工し、自社管理のもと輸送・配送し、業務スーパー

各店舗にて販売いたします。

この“作る”仕組みと“売る”仕組みを構築できるのが神戸物産の強みであり、安心安全を考えた「食」のSCMが実現できるのです。

【エコフィード＝食品残さ（生ごみなど）を原料として加工処理されたリサイクル飼料のこと】

◆「地産地工」の【加工】が重要ポイント！

例えば、規格外の野菜を農地と同じ敷地内の加工工場で製品化したり、乾燥大豆からでる同量の

おからカスなどを運搬せずに同じ敷地内に隣接した堆肥場で堆肥に加工したりと、様々な方法で利用

が可能になります。



2-1. 地産地工（神戸物産造語）について
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2-2.カンボジアについて

◆広大な土地がありますので大規模な機械化耕作が可能

◆長い雨季による地下水（井戸水）での水の確保が可能

※現在試験栽培中
生姜、緑豆、インゲン、ほうれん草、
とうもろこし、さといも、さつまいも、
大根、 落花生、トマト、なすび、
にんにく、かぼちゃ、きゅうり等

◆従業員は現地の方を雇用し、カンボジアへ加工の技術を伝授
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◆従業員は現地の方を雇用し、カンボジアへ加工の技術を伝授

◆生産の前倒しの対応を実施
・現在工場建設中だが、完成を待たず中国からプレハブ5棟、タイからは
・テント1式のプレハブの建物を送って6月頃には生産開始予定
・ユンボ2台、ブルドーザー2台、4ｔユニック、井戸堀機1台、トラクター4台

◆将来は従業員寮・学校・病院などの施設を建設予定

【ＳＥＺ＝特別経済区】

●加工（飽和塩蔵と乾燥）し、原料として
日本や中国の関連工場へ輸出します。

土地 1800ヘクタール（東京ドーム約400個相当）

投資予定額 約20億円

場所 農地：プノンペンから車で約3時間 SEZ：農地から西へ約30ｋｍ

生産予定作物 主に生姜、緑豆など

加工方法 主に飽和塩蔵 乾燥

備考 80年間の借地 11月中に生産開始予定



2-3.エジプトについて

●「食」の安全意識への強い危機感
産地や賞味期限の偽装、農薬残留に対する健康被害など食に対する問題が頻繁に発生
●脱・中国へ
中国は日本の技術が定着し日本人の嗜好にあった差別化されたオリジナル加工品が
生産できる唯一の国だが、中国もまた食料不足の為、輸出国から輸入国となっています。
原材料（野菜など）の調達が困難になる為、中国以外の他国に目を向けざるを得ません。
●植物の生育に不可欠な土、水、光合成、空気、温度、養分
国内では農業法人等の問題で土地を確保することが困難です。
（購入可能なのは10％だけ！！）
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•

エジプトしかないと確信
◆農薬含有のない肥沃で広大な土地（バージンランド）
◆大河川ナイル川の肥沃な水の確保が可能
地下水（井戸水）は塩害や枯渇の恐れがあるため
◆湿気が少なく害虫が発生しにくい
◆農薬の使用の抑制が可能
・半径500ヤードに対応するスプリンクラーを設置
・1基で人参なら2500ｔの生産が可能
・畜産の肥料向け加工も行う（蓄肉の生産・販売も計画）
・畜産肥料の入手が困難となり、畜産業は大打撃

土地 約3000ヘクタール（東京ドーム約670個相当）

投資予定額 60億円～70億円

場所 ルクソール北60ｋｍに位置するキーナ県エルマラシダ地区

生産予定作物 ほうれん草、いんげん、ブロッコリーなどの野菜

加工方法 主に乾燥 冷凍 飽和塩蔵

備考 政府払下の土地 来春には生産開始予定



2-3.エジプトについて

ナイル川がもたらした

肥沃な土地（土壌）があります。

地下水
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ルクソールはかつて宮殿都市で、

世界最大の屋外博物館と考えら

れます。その遺跡や宮殿が建って

ある場所の地下には水瓶のように、

肥沃な大河川ナイル川の伏流水

があります。

水はエジプト全域にありますが

地中海の海水や井戸水ではなく、

水質が良いナイル川の水が

豊富に確保できる場所を選択！

川の水



2-4．円形農場センターピボットについて
～1基で人参2500トン生産可能！
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大型スプリンクラーを使った円形農場（センターピボット）は、

乾燥地域でも大規模に作物を栽培できるよう地下水を

くみ上げ自走式の散水管に圧送し水をまきます。

移動速度の速い周辺部の散水量を多くして、

散水の不均一を防ぎます。



2-5.作物の収穫予定量（初年度計画、年3～4作予定）

エジプト カンボジア

2009年度 55000ｔ 11億円 14000ｔ 7億円

2010年度 125000ｔ 25億円 30000ｔ 15億円

2011年度 175000ｔ 35億円 34000ｔ 17億円

※ｋｇ当り 20円で算出 ※ｋｇ当り
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備考
※ｋｇ当り 20円で算出

（主に畜産飼料への加工が多い為）

※ｋｇ当り
50円で算出



2-6.エコグリーン北海道

■スケジュール（予定）■
・平成21年1月中旬
公募型プロポーザル参加資格審査

・平成21年1月末頃
企画提案書・プレゼンテーション
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企画提案書・プレゼンテーション

・平成21年2月上旬
北海道庁売却先決定
土地売買に係る仮契約書

・平成21年4月中旬
土地の引渡し

・平成21年5月頃
農地活用

・平成22年10月頃
第一期工事竣工

平成20年10月23日に

「株式会社神戸物産 エコグリーン北海道」

へ社名変更いたしました。



3-1．国内外生産体制の強化

平成18年10月 KOBE BUSSAN EGYPT Limited Partnershipをエジプトに設立。

平成20年3月
株式会社オースターエッグ（鶏卵食品工場）の株式を100％取得。

■国内外で資本投入工場を増やし、自社の技術や原料調達のスケールメリットを活かし、

日配食品及びオリジナル商品のラインナップを強化します。

平成4年7月 中国自社工場の大連福来休食品有限公司を設立。

平成16年2月 中国自社第2工場として神戸物産（安丘）食品有限公司を設立。
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平成20年3月
株式会社プライムリード（食品卸売業者）の株式を100％取得。

株式会社ターメルトフーズの株式を100％取得。

平成20年4月 株式会社ベストリンケージを100％出資で設立。

平成20年5月 KOBE BUSSAN CAMBODIA Co.,Ltd.をカンボジアに設立。

平成20年10月 株式会社神戸物産エコグリーン北海道を49.58％出資で設立。

平成20年11月 株式会社ソイキューブを100％出資で設立。

※現在、資本協力関係にある国内メーカー様が7社あり、今年も10社以上増やす予定です。



3-2.国内外生産体制の強化

■株式会社ソイキューブについて

“健康を考えたヘルシーな食品をよりリーズナブルにご提供“をコンセプトに、無駄ロスをなくし、

神戸物産の技術をもって商品開発しております。豆乳から副産物であるおからまでを余すこと

なく使用し、競争力のある事業運営を目指します。

1）商号 株式会社ソイキューブ

2）所在地 兵庫県姫路市花田町勅旨426番地

3）設立年月日 平成20年11月4日

4）主な事業内容 食料品の製造、卸売、小売、輸出入業

5）資本金 10.000千円
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・自社開発の豆乳製造機を導入

・国産大豆を使用

・牛乳、卵などの動物性たんぱくと置換（高たんぱくで栄養価が高くなり且つコストダウンが可能）

・「おから」（副産物）から二番豆乳を抽出し有効利用

《開発商品》

豆乳使用・・・充填豆腐、豆乳プリン、杏仁豆腐、凝固技術で低カロリーのダイエット食品等

おから使用・・・卯の花等のお惣菜

※パッケージ案



4.自社倉庫と物流網のシステム構築による物流コストの削減

◆関西物流センターについて
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株式会社神戸物産 関西物流センター
〒657-0854 神戸市灘区摩耶埠頭1-6
TEL 078-805-1639
FAX 078-805-1642 

◆関西物流センターについて
保管機能に加え、情報技術を駆使したクロスドックシステム

機能を持たせた物流センターです。
阪神高速摩耶インターに近接という好立地条件を活かした

最適なネットワークシステムを構築し、お客様へのメリットを最大限に引き出します。

鉄骨造2階立て、冷凍（-25℃）・冷蔵（5℃）・常温の3温度帯を備えた施設で、入出
庫作業を行うピッキング室は、外気の侵入や温度上昇、結露防止に向けた設備を
採用し、徹底した温度・品質管理によって、食品の製造流通における「食の安全・安心」を充実させて参ります。
また、各商品の特性、入出庫スケジュールに合わせた効率的な保管・品質管理体制を確立しています。

冷却設備は自然冷媒冷凍装置を採用しており省CO2、省エネが可能となり、温暖化防止、地球環境に配慮
したセンターであることから、環境省の自然冷媒普及モデル事業所としても採択されています。

※現在、関東物流センター事業開始にあたり好立地条件を満たす土地･物件を検討しております。



5-1．品質管理に関する活動

■輸入食品の検品・検査 （全コンテナ対象）

– 微生物検査・・・・・・・・ 一般細菌数、大腸菌等
– 規格検査 ・・・・・・・・ ｐH、Ｂx
– 官能検査 ・・・・・・・・ 食味、臭い等五感による検査

■クレーム品の調査

16

– 消費者、保健所等からの指摘事案に即対応
– クレーム原因の追究と特定 ・・・・・・・・ 鏡顕検査
– クレーム報告書の作成

■商品開発の補助

– 商品の保存試験 ・・・・・・・・ 賞味期限の設定
– 協力工場等検査室の指導 ・・・・・・・・ 検査技術、製造環境の指導



5-2．品質管理に関する活動

全コンテナ検査実施中
当社は独自の取り組みとして、2007年5月に当社内に品質検査

室を設け、自社輸入商品に関して全ロットを外部機関だけでなく、
自社品質管理検査室で検査を実施しております。

2007年9月からは、業界唯一の100項目の農薬検査を自社輸入

商品（中国製の冷凍野菜・乾燥野菜・茶葉など）で実施いたしてお
りましたが、2008年2月からは、中国製の冷凍野菜・乾燥野菜・茶
葉などだけでなく、加熱処理済みの加工品にまで100項目の農薬

検査を実施いたしており、更なる食の安全、安心をお届けいたして
おります。

検査項目については随時見直しし、現在では

141項目の農薬検査を行っております。
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・「真」の製販一体を構築

しかしながら現在は製品段階での

確認となっておりますので、今後は

農地から管理し栽培の段階での農薬

をコントロールし、遺伝子組み換え作物

でない安全な作物を原料として加工品

を生産します。

外部検査機関で検査した結果は、

随時、神戸物産ホームページで

公開中！

141項目の農薬検査を行っております。



6．業務スーパーのエコ活動

 配布総枚数・・・約775万枚 （2003年11月～2008年12月）

業務スーパーは「地球温暖化現象」などの深刻な地球の環境問題に
取り組んでおり、省資源活動の一環として「エコバッグ」の配布を行なっております。

18
トートバッグ

折りたたみバッグ

ミニトートバッグ

保冷バッグ



7.資料
■23期神戸物産単体業績月次推移

売上高23期

売上高22期

売上総利益23期
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０８年１月末に発生した「中国製冷凍ギョーザ事件」により、２月・３月は前年を下回る結果となりましたが、発生当日から

の瞬間的な対応や、徹底した安全管理により４月には前年対比107.6％まで勢いを戻し、最大幅で７月には144.0％と

なるなど好調に推移した結果、23期としては1,062億（前年対比 111.9％）となり、1,000億の大台に到達いたしました。

また、売上総利益に関しては全ての月において前年を上回り、年間平均で147.3％と順調に推移いたしました。

売上総利益22期


