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1．価値観 グループ理念

グループ理念

私たちの使命は、「おいしさ・楽しさ」の世界を拡げ、　 
                    「健康・安心」への期待に応えてゆくこと。 
私たちの願いは、「お客さまの気持ち」に寄り添い、 
                          日々の「生活充実」に貢献すること。 
私たち 明治 グループは、「食と健康」のプロフェッショナルとして、 
常に一歩先を行く価値を創り続けます。 

経営姿勢

１．「お客さま起点」の発想と行動に徹する。 
２．「高品質で、安全・安心な商品」を提供する。 
３．「新たな価値創造」に挑戦し続ける。 
４．「組織・個人の活力と能力」を高め、伸ばす。 
５．「透明・健全で、社会から信頼される企業」になる。

明治グループの理念体系

明治ブランドマーク
行動指針

１．お客さまと向き合って、お客さまから学ぶ。 
２．先を見る勘を鍛え、先駆ける技を磨く。 
３．仕事をおもしろくする、おもしろい仕事を創る。 
４．課題から逃げない、やりぬく気概と勇気を持つ。 
５．チームの可能性を信じ、チームの力を活かす。
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１．価値観 経営として認識する社会課題

【１】高齢化による社会構造の変化

• 日本では２０２５年には人口の３０％が６５歳以上に

• 「高齢化の進行」は世界共通の課題

【２】健康意識・予防意識の高まり

• 生活環境や食生活の変化による「病」の増加

• 予防や健康寿命の延伸に対する意識向上

【３】世界の中間層増大

• 中国・インドを中心とした新興国の所得水準向上

• 嗜好品・健康関連製品ニーズの増大
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1．価値観 明治グループ２０２６ビジョン
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１．価値観 ２０２６ビジョンの落としこみ

2026ビジョンを達成するために「事業ビジョン」「経営基盤ビジョン」
「サステナビリティビジョン」の3つに落としこむ

事業ビジョン

サステナビリティビジョン 経営基盤ビジョン

方針１．コア事業での圧倒的優位性の
獲得

方針２．海外市場での成長基盤の確立

方針３．健康価値領域での新たな挑戦

方針４．社会課題への貢献

活動テーマを設定し、取り組みを推進

こころとからだの健康に貢献

環境との調和

豊かな社会づくり

 日本・世界で成長し続けるための機能
的・戦略的なマネジメント体制の整備

 一人一人の力が発揮できる環境・
仕組み・風土づくり

 ｍｅｉｊｉブランドの進化

推進にあたって
・外部リソースの活用
・革新的な生産性向
上



社外秘

（■売上高：１０億円）

２．ビジネスモデル 事業概況
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（■営業利益：１０億円）ROEROE

営業利益率

FY3/12に事業再編。選択と集中による資源集中と、特に薬品の
M&Aによる事業拡大を進めて成長実現。
直近では利益成長スピードがやや鈍化。
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２．ビジネスモデル 事業概況
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２．ビジネスモデル 価値創造プロセス



社外秘

２．ビジネスモデル 主要なプロダクト
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３．持続可能性・成長性

【サステナビリティビジョン】
明治グループは、食と健康のプロフェッショナルとして事業を通じた
社会課題の解決に貢献し、人々が健康で安心して暮らせる「持続
可能な社会の実現」を目指します
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３．持続可能性・成長性

研究・開発 調達 生産・物流 販売
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

こころとからだ
の

健康に貢献

環境との調和

豊かな
社会づくり

持続可能な
調達活動

・健康指向商品の創出
(乳酸菌、カカオ、低ＧＩ）

・付加価値型栄養商品
(乳幼、ｽﾎﾟｰﾂ、高齢者）

・感染症予防・治療

・国内酪農家の経営指導

・カカオ農家生活水準向上
支援（例：井戸の寄贈）

・国際食品安全イニシアチ
ブ承認規格の取得取組

・医薬品の安定供給

・健康栄養の普及・啓発
（食育活動）

・中国・東南アジアを中心と
した医薬品アクセス向上

・環境保全型の農薬創出

・食品賞味期限の延長

・森林保護活動を目指した
取組 （ＦＳＣ認証、Ｃｏｃｏａ
＆Ｆｏｒｅｓｔｓ Initiative等）

・再生可能エネルギーの活用推進（太陽光発電設置等）
・省エネ設備の導入
・水の適正管理と水リスク対策

・効率的な生産・物流による食品ロスの低減

・容器・包装（プラスチック）の減量化（軽量・肉薄など）及び代替素材への変更

・ダイバーシティの推進
・健康経営の推進

・人権デューデリジェンス ・社会貢献活動
（乳児院への粉ミルク寄贈）
（明治ハピネス募金（従業員募金）

・調達方針に基づく調達活動
・酪農家とのパートナーシップ
・メイジ・カカオ・サポートの推進

（トレーサブルカカオへの切替）
・認証パーム油への代替推進

・生乳、カカオの情報発信
（明治なるほどファクトリー）
（Ｈｅｌｌｏ Ｃｈｏｃｏｌａｔｅ ｂｙ

ｍｅｉｊｉ）

明治グループでは、サステナビリティビジョンに沿ってバリューチェ
ーン毎に重要課題を特定し、取り組むことで社会が抱える課題解
決に貢献し、持続的な成長を果たしていきます。
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３．持続可能性・成長性

主要なステークホルダーとの関係性の維持に向け、企業行動憲章
のもと、各種宣言、ポリシーを制定し、グループ全体で取組

こころとからだ
の

健康に貢献

環境との調和

豊かな
社会づくり

持続可能な
調達活動

消費者志向自主宣言
明治グループ食品栄養ラベリングポリシー

明治グループ環境方針

明治グループ健康経営宣言
明治グループ人権方針
明治グループ労働安全衛生方針
明治グループ税務方針
明治グループ腐敗防止方針

明治グループ調達方針
・カカオ調達ガイドライン ・パーム油調達ガイドライン
・紙調達ガイドライン ・生乳調達ガイドライン
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４．戦略 ２０２６ビジョン実現のために

【食品事業】
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４．戦略 ２０２６ビジョン実現のために

【薬品事業】
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４．戦略 ２０２６ビジョン実現のために

【新たな健康価値創造に向けて】

 経営会議直属の「オープンイノベーション推進委員会」を設置
産学共同研究、研究開発型企業への出資など取り組むべきテーマ
を委員会にて協議・選定

 「健康・予防領域」における独自のポジションの確立を目指し、
ホールディングスに食・薬の知見を統合した「価値共創センター」を
設立し、中長期視点で着実に研究開発を推進
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４．戦略 ２０２６ビジョン実現のために

【経営基盤ビジョン】
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５．成果と重要なＫＰＩ

【２０１８年度業績 営業利益成長額】

営業利益増加額は対前年３７億円、年間成長率３．９％

増益だが、目標（年平均成長率一桁台半ば以降）には到達せず。

医薬品増益達成も、ヨーグルト売上鈍化による低成長が主要因。
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５．成果と重要なＫＰＩ

【２０１８年度業績 海外売上高比率】

薬品は２０１８年にＫＭバイオロジクス連結化で売上高比率低下

食品は中国市場での売上増で漸増

２０２６ビジョンの目標到達へ、更なる海外成長戦略を遂行

2026目標

30%以上（医薬品）

20%以上（グループ計）

10%以上（食品）
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５．成果と重要なＫＰＩ

【２０１８年度業績 ＲＯＥ・配当性向】

ＲＯＥは４年連続で、目標としている１０％以上水準を維持。

一方で、純資産の増加水準に対して利益成長が鈍化し、漸減傾向

配当性向は配当方針の３０％水準を維持し、５年連続増配実施。
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６．ガバナンス

【コーポレート・ガバナンス体制（2020/1/1現在】

監査役会設置会社を採用し、取締役会の監督機能とともに経営の
客観性・透明性を高めている。持株会社である当社ガバナンスのも
と、各事業会社が自律的に経営することがグループ経営の考え方。

取締役会
取締役１０名

（社外取締役３名
女性１名）

監査役会
監査役４名

（社外監査役２名
女性１名）

選任・解任 選任・解任

監査役監査

代表取締役社長 監査部

指名委員会

報酬委員会
連携選定・解職・監督

経営会議

明治ホールディングス(株)

それぞれ５名
（社外取締役３名）

株式会社明治 Meiji Seika ﾌｧﾙﾏ株式会社 KMバイオロジクス株式会社

会計監査人

選任・解任

会計監査
内部統制監査

会計監査
内部統制監査

株主総会

諮問・答申
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６．ガバナンス 取締役・監査役



社外秘

コーポレート・ガバナンス・オブ・ザ・イヤー受賞
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６．ガバナンス ガバナンス向上の取組

【 （指名委員会）経営陣の選解任・サクセションプラン】

 経営者候補、育成候補の人材、開発計画について議論

 経営者の選解任、次期経営陣の選任について審議

【 （報酬委員会）戦略・業績と連動した役員報酬制度の運用】

 個人別の役員報酬について、業績連動の是非等審議

 役員報酬は、基本報酬、業績（会社＋個人）連動報酬、株式
報酬で構成：業績連動報酬は約４割

【取締役会の実効性を高める取組】

 年１回実効性評価を実施、課題を

共有し対応。

 社外役員懇談会

年３回程度実施し経営会議で共有）

 社外役員事業所視察（３回程度/年）
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ご清聴ありがとうございました


