
1925 ●（株）北洋商会の商号のもとに水産缶詰の国内販売会社として旧三菱商事（株）全額出資で設立
1979 ●（株）北洋商会、野田喜商事（株）、新菱商事（株）が合併し、（株）菱食誕生
1995 ● 東証二部上場、（株）リョーカジャパン発足
1997 ● 東証一部銘柄に指定
2000 ● 埼玉県酒類販売（株）から（株）リョーショクリカーに商号変更
2001 ●（株）リョーショクリカーと（株）中泉が合併
2003 ●（株）祭原と合併。（株）リョーショクフードサービスと（株）ユキワが合併し、
  （株）アールワイフードサービス設立
2006 ●（株）アールワイフードサービスと合併、新生「菱食」スタート

（株）菱食

2012 ● 経営統合完了

● 4社経営統合発表
三菱食品（株）誕生

2011

1885 ● 明治屋創業
1903 ● 合名会社明治屋設立
1911 ●（株）明治屋設立
2005 ●（株）明治屋の卸部門を分離、三菱商事（株）と（株）明治屋の合弁会社として明治屋商事（株）設立

明治屋商事（株）

1935 ● 島田美徳初代社長が菓子卸業を創業
1948 ● 東京東神田に（株）三ヱス商会設立
2000 ● 会社創業65周年
2008 ● 会社創立60周年
2010 ●（株）サンエス（北海道）と合併、支店化

（株）サンエス

2002 ●（株）エフエスエヌ設立、（株）ダイエーロジスティクス･システムズからローソン向け物流事業を取得
2003 ●（株）フードサービスネットワークを合併、商号を（株）フードサービスネットワークに変更、
  （株）ナックスナカムラから（株）ファインライフの株式80%を取得し、子会社化

（株）フードサービスネットワーク

加工食品卸で業界トップ

食品・酒類に強みを持つ

菓子卸

物流事業

1870 1900 20001950

三菱食品
株式会社 経営方針2020 中経

2023

（億円）

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

182

184

180

（兆円）

172 172
189

167 169

2.32 2.39 2.34 2.38 2.41 2.51 2.62 2.65 2.58

0.82 0.74 0.77 0.81 0.81 0.72 0.72 0.63 0.66

2021

204

1.95

1.04

経常利益（億円）
売上高（兆円）

経常利益率（％）0.00

187

PMI（経営統合プロセス）の実践 ：
企業文化、商慣習、業務の統合を通じて
総合食品商社としての基盤整備

経営基盤の強化 ：
インフラ（システム・物流）を整備し、事業拡大を通じて
業界のリーディングカンパニーとしての地位を確立、
一方で市場環境の激変等により収益性は低下、
さらなる進化が求められる時代へ

統合より
10年が経過し、
第2ステージに入る

次
世
代
食
品
流
通
業
へ
の
進
化

中経2015

中経2015 経営方針2020

P22-31参照

中経2023
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※収益認識基準適用の影響を含む

フルエリア・
フルカテゴリー化を

実現

三菱食品の概観

SECTION 01

SECTION 03SECTION 02

成長を支える基盤三菱食品の成長戦略三菱食品の概観

SECTION 01

三菱食品の誕生とあゆみ
2012年の経営統合後、2015年度を最終年度とする「中期経営計画2015」及び2020年度を最終年度とする5カ年の経営方針
「経営方針2020」を策定、推進してきました。

当社は、くしくも東日本大震災が発生した2011年に誕
生しました。同年２月に菱食、明治屋商事、サンエス、
フードサービスネットワークの経営統合を発表し、３月に
は三菱食品発足に向けた準備を進める中、11日に大震
災が発生し、各社の支社や物流センターが大きな被害
を受けました。安全確保は当然重要ですが、私たちの仕
事は食のライフラインを担っており、自らがいち早く正
常な状態に戻ることが地域のためになるという考えの
もと、被災者としての一面もありますが、使命感を持って
ライフライン確保に取り組みました。
その後も、2014年の広島での豪雨による土砂災害、
2016年の熊本地震、2018年の西日本豪雨等、甚大な
被害をもたらした自然災害が数多く発生しましたが、当

社は食のライフラインを確保するために積極的に取り
組み、お客様や地域の復旧に貢献し続けています。

食のライフラインへの対応

2011年に菱食を母体とした「三菱食品」が誕生しました。そこに「明治屋商事」「サンエス」「フードサービスネットワーク」が加わり、
三菱商事系の食品卸売業4社が経営統合してフルエリア・フルカテゴリー化を実現、2012年4月に現在の三菱食品が発足しました。

2011年3月、東日本大震災で被害を受けた拠点に物資を届けました
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飲料・麺類・レトルト食品・調味料をはじめ
とした常温商品の取り扱いをしています。
生活者の「健康意識の高まり」に対し、自
社オリジナル商品「からだシフト」を中心
とした健康関連食品の開発・販売に
注力するなど、今後の成長分野への
取り組みを強化しています。

有職主婦や単身者の増加といった社会構
造の変化を背景に、多様化する生活者の
ニーズに対し、冷凍食品、アイスクリーム、
チルド食品、デリカ、生鮮食品などの取り
扱いをしています。
当社の鮮度管理機能や、全国に広が
る低温物流網を駆使し、日本全国の
お客様へ、安全・安心、おいしさと
鮮度をお届けしています。

菓子事業

売上高

1兆9,556億円

従業員数

4,944名

三菱食品グループは、連結売上高2
兆円にせまる総合食品商社です。全
ての食品カテゴリーを取り扱い、そ
れぞれのカテゴリーでも業界トップ
クラスの売上シェアを誇っています。

約5,000名の従業員と全国に支社支店、物流
400拠点を擁し、約6,500社のメーカー様の商
品を小売業様約3,000社、16万店舗に届ける基
盤を有しています。

取引先数

（2022年3月期）

（2022年3月時点）

※収益認識基準適用の影響を含む

約6,500社

約3,000社

16万店舗

小売業・外食産業

メーカー
24%

34%

14%

28%

売上高
構成比

低温食品事業

ビール、日本酒、ワイン等、全てのカテゴリーの酒類につい
て、生活者の方々の豊かな食生活に貢献するべく、バラエ
ティ豊かに取り揃えています。また、お酒の情報サイト「たのし
いお酒.jp」を運営し、酒類全般を幅広く捉えた有益な情報発
信を行うことで、新たな需要の掘り起こしをしています。

老舗や地域の銘菓など幅広い商品を取り扱うとともに、生
活者ニーズを捉えた自社オリジナル商品や、世界の食文化
に育まれた魅力的な輸入菓子などで、新たな売場創出や
魅力度アップに取り組んでいます。

2,696億円

売上高

酒類事業

5,422億円売上高

4,711億円売上高

加工食品事業

※円グラフにはその他の事業（26億円、0.1％）を含んでおります。

0.1%
その他※

国内395拠点

海外    17拠点

物流拠点

主要17拠点

4社　

拠点数

営業拠点

（2022年3月時点）

（本社含む）

STORE

6,701億円

売上高

国内

海外

SECTION 01 三菱食品の概観

SECTION 03SECTION 02

成長を支える基盤三菱食品の成長戦略三菱食品の概観

SECTION 01

一目でわかる三菱食品

三菱食品グループは、加工食品、冷凍食品・チルド食品・デリカ・生鮮食品、酒類、菓子、原材料などの幅広い取り扱いにより、多様化
する生活者のニーズに応えた商品を調達・提供しています。

数字で見る三菱食品 事業セグメント紹介
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SECTION 01 三菱食品の概観

SECTION 03SECTION 02

成長を支える基盤三菱食品の成長戦略三菱食品の概観

SECTION 01

卸売業がある流通

流通における卸売業について 三菱食品の役割・機能

三菱食品が誇る物流ネットワーク

約400拠点

卸売業
HUB機能を
発揮

● 社員
● 庫内作業者
● 配送ドライバー

……………約1,500名
……約20,000名
…約10,000名

● 入庫
● 配送

…………約12,500台
……………約7,000台

物流パートナー企業人員体制物流拠点 車両台数

約400社

強固な物流ネットワークを武器に、日本の食のライフラインを支える業界のリーディングカンパニー

卸売業があると…卸売業がないと…

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

小売業

小売業

小売業

小売業

小売業

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

小売業

小売業

小売業

小売業

小売業

卸売業がない場合、全国の多数のメーカーと小売業が直接取引することになり、リレーションが煩雑で高コストとなります。
一方で卸売業がある場合は、卸売業がHUB機能※1を発揮することで物流、受発注、決済、商品情報、生活者情報、販促情報
など、高効率でシンプルなリレーションを実現することが可能となります。

三菱食品の役割

メーカー 小売業・外食業三菱食品商品

代金（決済代行）

新商品情報
市場・生活者データ

情報

年間12億件の出荷データを支える高度なシステム基盤

● 販売エリア／取扱品目の拡大による規模拡大
●高度な物流ノウハウ蓄積による徹底した効率化
●市場、生活者動向、商品トレンドなどの分析データ活用

フルエリア
フルカテゴリー
フルチャネル展開

当社収益への貢献 　知見の蓄積

効果 市況変化に強く安定的な収益確保
新事業への展開（ビッグデータ活用）

● 全国複数チャネル先との取引集約代行
（商談／販売／受注／納品／欠品／鮮度管理／与信・決済）
● 小売PB※2商品開発の斡旋
●販売データ／その他情報の提供

提供機能 　メーカー収益への貢献

効果 効率的な商品拡販／販管費の抑制

提供機能 　小売業収益への貢献
● 全国複数メーカーとの取引集約代行
（商品発掘から仕入／発注、資金負担／決済等）
● 販促支援（市場分析、棚割、販促条件、商品開発）
●物流支援（定時＆小分＆店舗納品、欠品管理）

効果 魅力ある売場展開による顧客獲得
販管費の抑制・資金繰り

代金（決済代行）

情報
商品情報・販促提案
POS※1データ

商品
取扱アイテム 約5万点

約3,000社／16万店舗約6,500社

三菱食品は、「物流」「商品販売」「決済」の基本機能に加え、付加価値のある「情報」を提供するHUB機能として、食のサプライチェーン
の中心的役割を担っています。また、日本の食文化の維持・発展に貢献し、サプライチェーン全体の最適化・効率化を支え、最終的に
生活者へ低コストでの食の供給を実現しています。さらに食のサプライチェーンの持続可能な社会の実現を目指し、自然災害やパン
デミックなどの有事にも、日本の食のライフラインを支えるリーディングカンパニーとしての役割も果たしています。

消費動向の分析とメガトレンドの予測

三菱食品のマーケティング機能

食を取り巻く市場環境と生活者ライフスタイルの研究

メガトレンド 業界分析 生活者分析

小売業とのマーケティング推進メーカーのマーケティングサポート変化し続ける生活者のニーズを理解し、接点を拡大
するアプローチの強化が重要となる中、「自社」「競
合・商圏」「顧客」の分析を通して事業環境の理解を深
め、対応する重要性が増しています。三菱食品は、顧
客理解の深掘り、顧客接点拡大へのアプローチの観
点で提案を行うなど、生活者起点のマーケティングを
実践し、小売業・メーカー様の課題を解決します。

「社会・経済、生活・消費の各種調査データ」と「独自の食品の消費・販売動向」を合わせて分析し、社会や生活のメガトレンド（変化の
潮流）を抽出。食市場の近未来の予測を行い、お取引先様の経営に役立つ情報を提供しています。これをベースにして「シニア対応」
「働く女性対応」「食品値上げ時の対応」など具体的なMD提案※3を行っています。

食品流通業界に
おける物流課題
2022年時点において、国内
では物流コストインフレが進
んでおり、加えてウクライナ問
題など社会経済の不確実性
が高まっています。この中で、
現在物流業界が捉えている
物流課題は、右の4つが代表
的なものです。

01 EC※2の拡大
貨物の小口化が進み、営業用トラックの積載率
は40％を下回る水準まで低下。運送会社の収
入面、労務確保などの問題を解消する事に取り
組むべく、合理的な配車を目指す必要がある

03 ドライバー不足/高齢化
道路貨物運送業の従事者数は2030年には
2015年から約3割も減少すると予測され、現
状と同じ物流を維持することは困難。特に若年
層の雇用は他産業に比較して競争力は低い

02 2024年問題
トラックドライバーにも時間外労働の上限規制、
「働き方改革」が適用され、2024年より特に時
間外労働を厳格に削減させるべく、荷主として
も責任ある対応を果たさねばならない

04 カーボンニュートラルのニーズ
日本政府は脱炭素に関して、2050年カーボン
ニュートラルの実現を目標としており、食品物
流業界においてもCO2排出抑制に積極的に取
り組んでいる

COLUMN

一目でわかる三菱食品

※1 業界ネットワークの結節点としての機能　※2 電子商取引 ※1 販売時点情報管理　※2 プライベートブランド　※3 商品政策
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中部・北陸エリア

九州・沖縄エリア

東北エリア

北海道エリア

関東エリア

関西エリア

中国・四国エリア

国内395拠点
海外  17拠点

物流拠点

拠点

業態別
（チャネル別）

売上高
1兆9,556億円
（2022年3月期）

49.5%

スーパー
マーケット

11.5%

その他
直販※2

18.5%
コンビニエンスストア

8.0%
ドラッグストア

8.5%
卸売

1.7%
ユーザー※1

2.3%
メーカー・他

（2022年3月時点）

（本社含む）

営業拠点

海外 4社

国内
主要

国内主要営業拠点
国内主要物流拠点

品種別
（カテゴリー別）

12.2%

缶詰・
調味料類

11.8%

嗜好品・
飲料類 23.1%

冷凍・
チルド食品類

13.8%
菓子類

12.7%
ビール類

10.3%
その他酒類

売上高
1兆9,556億円
（2022年3月期）

8.9%
その他

7.2%
麺・乾物類

17

SECTION 01 三菱食品の概観

SECTION 03SECTION 02

成長を支える基盤三菱食品の成長戦略三菱食品の概観

SECTION 01

当社は、フルエリア・フルカテゴリー・フルチャネルで接点を持つ数少ない食品卸であり、
商品開発力や三菱商事グループの総合力を活かしたインフラ・機能・経営財務基盤、
またESGに配慮した経営等を強みとしています。

全国に広がるフルエリアでの流通ネットワークを通じて、ロジスティクスの
最適化を図っています。また、そのネットワークを活かして幅広い業態に
対し、加工食品から菓子まで全てのカテゴリーでバランスのよい品目を
取り扱っています。

フルエリア・フルカテゴリー・フルチャネル

生活者のライフスタイルと消費ニーズの理解に基づく商品の提供が求められる中、生活者の
「実際の購買行動」の分析から生活者像を抽出し、独自のライフスタイルマーケティングを展開
しています。
そのライフスタイル
マーケティングをベー
スにして、小売業様の
ニーズに合わせた、さ
まざまな商品、キット
の開発・製造を行って
います。

定評あるオリジナルブランド、新規市場創造を目指すメーカー様との共同開発、名店・地域とのコラボレーションに加え、小売
業様のPB開発支援など、多様化する生活者ニーズに応えた商品開発を行っています。

社会環境が大きく変化する中、当社は食品流通を担う企業として、物流現場での日々の改善、
システム化、機械化による省力化・生産性向上を図り、課題解決に努めるとともに、今まで以上
に製・配・販※1の連携を行い、サプライチェーンの最適化を目指しています。

商品開発

世界各地と接点を持つ三菱商事グループの総合力を活用し、原料・資材の調達など幅広い事業を展開しています。さらに、
最新のデジタル技術を用いたグループ企業との実証実験や、食のビジネスを起点とした地域コミュニティへの貢献など、高い
知見とネットワークを活かしてさらなる企業価値の向上を図ります。

三菱商事グループ

サプライチェーンマネジメント

ライフスタイルマーケティングに基づく
生活者ニーズを捉えた開発企画力

厳選した世界各国の伝統・定番ブラン
ドの価値とおいしさを、メーカーとマー
ケティング・戦略を共有しながらお届け
しています。
旅したことのある国の、懐かしい味。ま
だ見ぬ国の、憧れの味。世界の味を楽し
むなら、やはり本場で作られたものが一
番です。当社では、各国の食文化に育
まれた伝統的な菓子や食品の中から確
かな価値を持つものだけを選び、生活
者にお届けします。

世界の価値あるブランドを
ラインアップ

※1 ユーザーは外食・中食・給食
等消費者へ直接飲食サービ
スを提供する事業者

※2 その他直販はディスカウント
ストア・EC事業者・ホームセ
ンター・百貨店等

一目でわかる三菱食品

三菱食品の特徴

FOOD
Logistics

4.0
物流管理システムの
さらなる進化へ

Logistics
1.0

輸送の機械化

Logistics
2.0

荷役の機械化

Logistics
3.0

物流管理の
システム化

※2

※1 製（メーカー）、配（卸売業）、販（小売業）のこと　※2 三菱食品において、食品の物流でIotやAIを駆使し省人化・標準化を目指すということ
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SECTION 01 三菱食品の概観

SECTION 03SECTION 02

成長を支える基盤三菱食品の成長戦略三菱食品の概観

SECTION 01

外部評価

財務・非財務ハイライト

財務ハイライト 非財務ハイライト

2020年度 2021年度
（当期）

2019年度2018年度2017年度

2,513,427 2,620,316
2,654,698

2,577,625
1,955,601

売上高（百万円） CO2排出量※１

68,013t-CO2

73,407t-CO2

（2022年6月時点）

（2021年6月時点）

電気エネルギー使用量※1

147百万 kwh
（2021年6月時点）

140.6
（2022年6月時点）

百万
kwh

食品総廃棄量※1

Food waste

Food waste2,290t
（2021年6月時点） 2,130t

（2022年6月時点）

2020年度 2021年度
（当期）

2019年度2018年度2017年度

18,016 18,374
16,672 16,912

20,371

0.7 0.7

0.6 0.7

1.0

経常利益（百万円）
経常利益率（%）

2020年度 2021年度
（当期）

2019年度2018年度2017年度

50 50 50 50

80

26.5

23.9
25.0

25.8

１株当たり配当金（円）
配当性向（%）

27.4

2020年度 2021年度
（当期）

2019年度2018年度2017年度

10,799
11,963 11,408 11,077

13,949

0.4

0.5

0.4

0.4

0.7

親会社株主に帰属する当期純利益（百万円）
当期純利益率（%）

2020年 2021年度
（当期）

2019年度2018年2017年度

189.01
209.39

193.87199.67

292.31

1株当たり当期純利益（円）

2020年度 2021年度
（当期）

2019年度2018年度2017年度

2,933.66 3,080.51
3,445.70

3,218.95

3,908.32

1株当たり純資産（円）

2020年度 2021年度
（当期）

2019年度2018年度2017年度

167,691

176,107 184,027
197,006

170,291

２４．２
24.8

27.0

28.8

25.6

純資産（百万円）
自己資本比率（%）

2020年度 2021年度
（当期）

2019年度2018年度2017年

693,319 710,940 684,280680,919 665,177

総資産（百万円）

2020年度 2021年度
（当期）

2019年度2018年度2017年度

6.6

7.0

6.3

5.8

7.6

ROE（％）

日本の食を支える企業で
あり続けるために社員の
健康を最大の財産と位置
付け、社員一人ひとりの健
康を大切にしております。

「中経2023」を下支えす
るDX※4推進とさらなるデ
ジタル人財育成に向け
て、会社全体で取り組ん
でおります。

気候変動をサステナビリ
ティ重点課題の一つとし
て認識し、ＴＣＦＤ※5提言
に賛同表明致しました。

大規模災害に限らずオールハ
ザードに対するBCP※6の策定や
災害備蓄食料等の寄贈を通じ
て、持続可能な事業活動、社会貢
献活動に取り組んでおります。

「子育てサポート企業」とし
て、社員の育児休業取得率
向上など、社員の働きやす
い環境整備に向けた各種取
り組みを推進しております。

※「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を2021年度の期首より適用しています。

新卒採用に占める男女比率※２

59.2% 40.8%
（2022年3月時点）

男性 女性

非正規社員の割合※3

31.4%
（2022年3月時点）

全取締役に占める独立社外取締役、
女性の人数※２

（2022年6月時点）

1人 / 9人
3人 / 9人

女性

独立
社外取締役

※１ 三菱食品単体及び主要子会社の合計数値　※２ 三菱食品単体数値　※３ 三菱食品連結数値　にて記載しております。

※4 デジタルトランスフォーメーション：デジタル化によって社会や生活をより良いものに変化させること　※5 気候関連財務情報開示タスクフォース　※6 事業継続計画
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