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この報告書は、ニッスイグループのCSRに関する取り組
みについて、ステークホルダーの皆様に向けてお伝えす
ることを目的として編集しています。

報告対象期間
2020年4月1日～2021年3月31日の活動を中心に掲載してい
ます。ただし、過去の経緯やデータ、最近の事例を示すことが
適当である場合は、この期間以外のものを報告しています。

報告対象組織
日本水産株式会社（ニッスイ）と国内外のグループ会社を対象と
しています。環境データは、国内については日本水産株式会社

（ニッスイ）および国内グループ会社（持ち分会社5社含む）の合
算値、海外については海外グループ会社主要9社の合算値とな
ります。人事データは、日本水産株式会社（ニッスイ）個別の値
となります。

参考としたガイドライン
GRI (Global Reporting Initiative)「サステナビリティ・レポー
ティング・スタンダード2016」、環境省「環境報告ガイドライン
2018年版」

作成部署・連絡先
日本水産株式会社 CSR部 CSR課
〒105-8676 東京都港区西新橋1-3-1 西新橋スクエア
FAX：03-6206-7080
E-mail：csr@nissui.co.jp
サステナビリティレポート2021は当社WEBサイトにも掲載して
います。
URL：https://nissui.disclosure.site/ja/themes/121
英語版URL：https://nissui.disclosure.site/en/themes/121

社名
日本水産株式会社

本社所在地
〒105-8676
東京都港区西新橋1-3-1 西新橋スクエア

創業
1911（明治44）年

設立
1943（昭和18）年

資本金
30,685百万円

主な事業
水 産 事 業：  水産物(生鮮魚・冷凍魚・油脂〈魚油〉・ミール〈飼

料〉）の漁獲・養殖・買付・加工・販売
食 品 事 業：  冷凍食品、缶詰・びん詰、その他の加工品（フィッ

シュソーセージ・練り製品・チルド食品・調味料）
の開発・製造・販売

ファインケ ミカル事業：一般医薬品、医薬原料、健康食品の製造・販売
物 流 事 業：冷凍・冷蔵保管、冷凍・冷蔵貨物の運搬

従業員
9,431名（連結）　1,247名（個別）
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世界に広がるニッスイグループの事業拠点。それらは互いに連
携し合い、世界の水産資源と食卓を結ぶグローバルリンクス、そ
して、それぞれの地域における多様な機能を結びつけるローカル
リンクスへと発展してきました。資源から商品に至る各プロセス
がシナジーを生み出すことで付加価値の高い商品の提供を実現
し、現在は食品のみならず、飼料、化成品、医薬品など既存の
枠を越えたビジネス展開を行っています。

すりみやフィレとなった
魚を食品に加工

● サプライチェーン

2020年度売上高
6,564億円

■ 食品事業
3,300 億円 ,

 50.3%

■ ファインケミカル事業 
264 億円 ,

4.0%

■ 物流事業
166 億円 , 

2.5%

■ その他
212 億円, 

3.2%

■ 水産事業
2,621 億円 , 

39.9%

● 地域別売上高構成比● 事業別売上高構成比

日本、北米、ヨーロッパなど 
世界各地の 
マーケットへ

獲れたての魚を 
洋上または陸上で 
速やかに加工

ベーリング海の水産資源に 
グループ企業などと 
連携しアクセス

※白身魚事業の例

漁獲 1次加工

販売2次加工2020年度売上高
6,564億円

■ 南米
 57億円, 

0.9%
■ 北米

892 億円 , 
13.6%

■ アジア
34 億円,

0.5%

■ ヨーロッパ
921 億円 ,

 14.0%
■ 日本

4,659 億円 , 
71.0%

( 2021年9月15日現在 )

ニッスイグループの事業
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Top Message

このたび、代表取締役社長に就任いたしました浜田晋吾です。就任にあた

り、皆様に謹んで、ご挨拶申し上げます。また、新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）の世界的拡大により、様々なかたちで影響を受けられた方々に

心よりお見舞い申し上げますとともに、感染拡大防止に尽力されている皆様

に深く感謝申し上げます。

感染症のパンデミックに代表される社会環境に甚大なインパクトを与える事

象や昨今の地球規模での自然災害の発生は、人々の価値観や意識に大きな

変化をもたらしました。「食」に対する健康意識の高まりや「食」の持つ様々な

機能への期待のみならず、企業の環境負荷低減への積極的な取り組み、人権

尊重やダイバーシティ推進への取り組みなどに対する期待や関心もますます

高まってきています。今まで以上にこれらを取り巻く環境との共存やその改善

を図るために、私たちには生活者の皆様のニーズや社会からの要請に真摯に

向き合い、応えていくことが強く求められています。

社会から信頼される
価値あるニッスイグループを目指して
事業を通じた課題解決に取り組み
サステナブルで豊かな社会の実現に貢献します

日本水産株式会社
代表取締役 社長執行役員
最高経営責任者（CEO）

浜田 晋吾

Sustainability Report  2021 3

ト
ッ
プ
メ
ッ
セ
ー
ジ



水産資源の持続的な利用と地球環境の保全 　
私たちニッスイグループは「水産資源の持続的利用と地球環境の保全に配慮し、水

産物をはじめとした資源から多様な価値を創造し続け、世界の人 の々いきいきとした

生活と希望ある未来に貢献する」ことを経営方針として事業を展開しています。地球

や海の恵みを受けて事業を営むニッスイグループにとって、気候変動や水産資源の

状態は中長期的な事業のリスクやチャンスに関わる非常に重要なものであると考えて

います。CO2削減等の環境負荷低減活動に加え、調達する天然水産物についての

資源状態調査の実施、海洋環境への負荷を低減し生態系への影響を抑える養殖技

術の開発など、水産資源の持続的な利用のために独自の取り組みを進めるとともに、

SeaBOS（持続的な水産ビジネスを目指すイニシアティブ）の一員として、関連する

ステークホルダーの皆様と協働し海洋と調和した水産ビジネスの実現を目指します。

「食」に対するニーズの変化に対応 
先行きが不透明な環境のもとでは「変化」にしなやかに対応することもまた必要と

考えています。コロナ禍における外出自粛や在宅勤務の増加などによる生活者の

ライフスタイルやニーズの変化に対応するため、簡便＆即食商品の開発、「速筋タ

ンパク」など健康訴求商品群の強化を進め、一定のご支持をいただきました。こ

れからもおいしく健康に寄与する商品をグローバルに拡大・強化してまいります。

会社は人財が全て 
社会課題の解決には、取り組む従業員の力を高めることも大切な要素であり、私

はあえて人材ではなく人財と表現しますが、人財育成は大きな課題と認識してい

ます。そのためには、社会環境や個々人の特長に合わせた教育プランやキャリア

パスを再構築し、従業員一人ひとりの能力の向上とその最大発揮につなげていく

ことが必須であり、あわせて30% Club Japanに参加して女性の経営参画を加速

するとともに、海外展開拡大を実現するグローバル人財の育成も進め、多様な

人財がその能力をいきいきと発揮できる企業風土を作り上げたいと思います。

人権の尊重への取り組み 
企業活動における人権への配慮に社会からの関心がさらに高まった一年でした。

2020年度、ニッスイグループでは人権課題についての取り組みを整理し、事業

に関わる全てのバリューチェーンにおける人権尊重への考え方をより明確にする

ため、「ニッスイグループ人権方針」を定めました。人権リスクアセスメントにより

特定した重要項目について、現状把握やリスク低減に向けた具体的な取り組みを

さらに進めます。また、品質とコストに加え人権と環境に配慮したCSR調達を

お取引先の皆様とともに推進していきます。

次の100年に向けて 
ニッスイは2021年5月に創業110周年を迎えました。まだまだサステナビリティ

に関する課題が山積していますが、社会から必要とされる会社であり続けるため

に、これらの課題解決に向けて事業を通じて取り組みます。先輩方から引き継い

だ困難に立ち向かうための強い遺伝子と起業家の志を持ち、社会から信頼され

る価値あるグループを目指して、ステークホルダーの皆様とともにニッスイグルー

プ一丸となって持続可能で豊かな社会の実現に尽力してまいります。

日本水産株式会社
代表取締役 社長執行役員　
最高経営責任者（CEO）
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ニッスイグループのサステナビリティ
ニッスイグループは創業以来、様々な自然の恵みを活用して事業を行ってきました。

創業の理念、経営の基本方針に掲げるサステナブルな事業活動は、私たちの重要な使命です。

私たちは、ニッスイの遺伝子、CSR 行動宣言に基づき、ステークホルダーの皆様との連携・協働のもと

事業を通じて重要課題（マテリアリティ）に取り組み、社会課題の解決を目指します。

創業の理念  〉〉 水の水道におけるは、水産物の生産配給における理想である。

経営の基本方針  〉〉
私たちは、水産資源の持続的利用と地球環境の保全に配慮し、水産物をはじめ
とした資源から、多様な価値を創造し続け、世界の人々のいきいきとした生活
と希望ある未来に貢献します。

お客様を大切にする
企業として

社会的責任を果たし、
ブランド価値を向上します。

イノベーション
起業家の志を持って、

様々なイノベーションに
取り組む。

グローバル
水産物をはじめとした資源から

グローバルバリュー
ネットワークを構築する。

使命感
地球や海の資源を

持続的に有効活用し、
環境を大切にする。

現場主義
研究開発とマーケティングを
重視し、生活者視点に立った
価値と機能の創造を目指す。

ニッスイの遺伝子

お客様　従業員
ビジネスパートナー 
環境　株主　社会

CSR行動宣言

ファイン
ケミカル
事業

食品事業 水産事業

ニッスイの事業

重要課題
（マテリアリティ）
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重要課題（マテリアリティ）

私たちニッスイグループは、地球や海に感謝

し、創業時より受け継ぐ5つの遺伝子（使命感、

イノベーション、現場主義、グローバル、お

客様を大切にする）から多様な価値を創造し、

事業を通じて社会の課題解決に取り組みます。

様々な社会課題の重要度を、ニッスイグループの事業およびステークホルダーの観点から分析し、
3つの重要課題（マテリアリティ）を特定しました。

株主

 ・私たちは、株主への情報開示に努め、健全で透明な経営を
行います。

・ 私たちは、安定的に成長し続けることで企業価値を高め、
株主への適正な還元を行います。

従業員

 ・私たちは、高い倫理観を持ち、社会規範に則って行動し、より
信頼される企業を目指します。

・私たちは、多様な価値観や個性を尊重し、互いを磨き合う中
でチームワークの発揮により成長し続けます。

社会

 ・私たちは､ ニッスイグループの知見や技術を通じ、地域社
会の発展と次の世代の育成に努めます。

・私たちは、世界各地の文化や習慣を尊重し、事業の発展とと
もに地域社会の活性化に貢献します。

ビジネスパートナー

・私たちは、ビジネスパートナーとの公正で公平な関係を維
持します。

・私たちは、ビジネスパートナーと相互の信頼関係を築き、
共に持続可能な社会を目指します。

環境

・私たちは、環境負荷の低減および自然環境と生物多様性の保
全に努めます。

・私たちは、地球や海の恵みを受けて事業を営んでいることを
心にとめ、資源の持続的な利用に努めます。

・私たちは、安全・安心で、お客様にとって価値ある品質
の商品をお届けします。

・私たちは、海の恵みを活かし、イノベーションにより、食の
美味しさや楽しさと健やかな生活をお届けします。

お客様CSR行動宣言
制定日：2016年3月22日

豊かな海を守り、持続可能な
水産資源の利用と調達を推進する

安全・安心で健康的な生活に
貢献する

社会課題に取り組む多様な人材が
活躍できる企業を目指す

ステークホルダー 従業員／社会
● 働き方改革　● ダイバーシティ　● 人材育成　

● 労働安全　● 人権の尊重　● 健康経営

ステークホルダー  お客様／ビジネスパートナー／環境／社会
● 豊かな暮らしのための研究開発　● 安全・安心の考え方と体制

● 安全・安心を届けるための取り組み　●フードロス削減

ステークホルダー  お客様／ビジネスパートナー／ 環境／社会
● 生物多様性の保全　● 海洋プラスチック　● 水産資源の持続可能性

● CSR 調達　● 人権の尊重　● 環境マネジメント　● 環境負荷低減
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ニッスイグループの
重要課題

Key Issues

豊かな海を守り、
持続可能な

⽔産資源の利⽤と
調達を推進する

伊勢 宗弘
執行役員

QA部門管掌、CSR部担当

海洋環境を取り巻く様 な々問題が明らかになり、海の恵みを

いただき事業を行う企業として、これらの課題解決が重要

であることを認識しています。

気候変動問題は、海洋環境においても海面・海水温の上

昇等、海洋生物に与える影響が大きく、地球温暖化防止に

向けたさらなる取り組みの重要性が増しています。私たちは

2003年より、地球温暖化の原因であるCO2の排出量削減

の取り組みを、国内グループ会社にて削減目標を掲げ行っ

てきました。しかし昨今のグローバルで取り組みが加速する

流れを受け、より高い削減目標を掲げて取り組むことを検討

しています。今後、活動を国内だけではなく海外グループま

で広げ、CO2削減を進めていきます。

海洋プラスチック問題も、海洋環境を脅かす大きな課題とし

て考えています。漁業・養殖事業における漁具の海洋流出

防止、陸域の生産事業所から排出されるプラスチック量の

削減・リサイクル化、商品の容器包装に使用するプラスチッ

ク量の削減・環境負荷の少ない材質への変更を行い、課題

解決に向け取り組んでいきます。

また、水産資源の持続可能性の取り組みでは、資源状態を

正しく把握して対応する必要があります。ニッスイは2017

年に世界で初めてグループが取り扱っている水産物の資源

状態を調査し、結果を開示しました。2020年には調査範囲

を拡大し、2021年にはより精度の高い第三者機関による資

源調査を行った結果を公表するよう進めています。さらには、

資源のみならずサプライヤーにおける人権問題やIUU（違法・

無報告・無規制）漁業がないことも確認していきます。

私たちの挑戦

海洋環境を取り巻く
様々な課題解決に向け
積極的に取り組みます
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グループ会社であるキャリーネット（株）は、ニッスイ

製品を取引先に届ける役割を担っています。日本国

内の広域で、冷凍を中心に、冷蔵・常温といった全

温度帯に合わせた輸送が可能です。CO2排出量削

減においても様々な取り組みを展開しています。代

表的な例はフェリー等の内航船を活用したモーダ

ルシフトです。2020年度の乗船便数は1,586便で、

CO2排出削減量は770.8t-CO2でした。

その他にも、通常の大型車の約1.3倍の積載が可能

なトレーラーにより大量輸送を行っています。また、

二層式トラックも活用しています。仕切りによって1

台のトラックの温度帯を多様にすることで、従来で

あれば温度帯別に複数台用意していた車両の削減

につながっています。

ニッスイグループは水、CO2、廃棄物を重要3指標

とし、2018年度に中長期目標を策定しています。

ニッスイグループの環境負荷低減目標の重要3指標

である水、CO2、廃棄物の2020年度の実績は以下

の通りです。

輸送におけるCO2の排出量削減
■2020年度の取り組み事例

環境負荷低減

■2030年の目指す姿

■2020年度の実績

4,577 4,658

6,758 6,881

0

2,000

4,000

6,000

8,000

2015年度 2020年度

■国内（総量）
■海外（総量）

274,880

133,267 108,552

277,930

0

100,000

200,000

300,000

2015年度 2020年度

■国内（総量）
■海外（総量）

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

2015年度 2020年度

42,503
40,282

■国内（総量）

注：国内の電力のCO2排出量は電気事業者のCO2排出係数を使用し算出。海外
に関してはIEA（国際エネルギー機関）が発表している各国のCO2排出係数平均を
使用し算出。

-10%
2023年度（原単位）

使用水［2015年度比］

-5%
2023年度（原単位）

廃棄物［2015年度比］

2030年度（原単位）

-15%（注）

CO2［2015年度比］

2030年度

ゼロエミッション率

99%以上

全ての事業所で

フロン漏洩量

1,0002023年度
t-CO2/
年未満

注：CO2に関しては、見直しを検討。

2020年度国内結果
（2015年度比）

85.7%（原単位）

2020年度国内結果
（2015年度比）

86.6%（原単位）

2020年度国内結果
（2015年度比）

90.7%（原単位）

▼水の使用量（千㎥）

▼CO2の排出量（注）（ｔ-CO2）

▼廃棄物の発生量（ｔ）

詳細はウェブへ ▼

https://nissui.disclosure.site/ja/themes/88

通常の輸送

フェリー等を使ったモーダルシフト

納品先
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「みらいの海へ」
プラスチック製容器包装の見直し

境配慮の責任が伴います。

ニッスイは社内の「容器包装エコプロジェクト」を中心

に、プラスチック削減やバイオマスインキの使用など

容器包装における環境負荷低減の取り組みを進めて

います。2021年3月に、ニッスイ独自のエコマーク「み

らいの海へ」を導入、家庭用食品を中心に計49品で

表示を開始しました。本マークはプラスチック削減な

ど一定の基準を満たした自社商品に表示が可能であ

り、お客様に環境配慮の取り組みをお知らせするもの

です。

プラスチック問題

世界の海に存在するプラスチックごみは合計1億5,000

万トン、それに加え年間800万トンが毎年新たに海へ流

入していると推定されます。さらには、プラスチックは原

料が石油であることから地球温暖化問題にも関係する

うえ、廃棄物問題とも無関係ではありません。私たちの

ようにプラスチックを利用する企業には、調達、製品へ

の使用、廃棄といったサプライチェーンの各段階で環

容器包装における「みらいの海へ」
マークの表示例

■2020年度の取り組み事例

2021年春から「大きな大きな焼きおにぎり」は、①トレーを薄くし（0.37グラ
ム/枚のプラスチック削減）、②外装フィルムのアルミ使用を止め、③バイ
オマスインキを採用しました。

切替前のナイロンカバー発泡ス
チロール製フロート

切替後のPEコーティングされた
発泡スチロール製フロート

現在、海洋プラスチックごみのうち一定量が漁網やロー

プなどの漁具であることが分かっています。漁業会社・

養殖会社を擁するニッスイグループは、SeaBOS（注1）

やGGGI（注2）などのイニシアティブと協働し、漁具の

管理を徹底、海洋への流出防止に努めています。

2019年度、国内の海面養殖で多く使用されるナイロン

カバー発泡スチロール製フロートに関し、発泡スチロー

ルの海洋流出リスクがあることを課題として特定しまし

た(ニッスイグループでは、2019年度7月時点で18,828

個保有）。2020年度は、グループ養殖会社におい�

て、より海洋への流出リスクの低いフロート（注3）へと、�

それら2,040個の切り替えを進めました。2024年度�

末までに、全てのナイロンカバー発泡スチロール製�

フロートの使用を止め、切り替えを完了させる計画です。

漁具の管理を強化し
海洋への流出を防止

注1：�Seafood�Business�for�Ocean�Stewardship。持続可能な水産ビジネスを�
目指すイニシアティブ。

注2：��Global�Ghost�Gear�Initiative。漁具の海洋流出防止に取り組む国際団体。

注3：��PEコーティング発泡スチロール製フロートや中空樹脂フロート。

詳細はウェブへ ▼

https://nissui.disclosure.site/ja/themes/197
詳細はウェブへ ▼

https://nissui.disclosure.site/ja/themes/199

私たちはプラスチック削減を中心とした容器包装の見
直しに取り組んでいます。一番のやりがいはアイデア
が形になることです。そのため関係部署に自分たちの
意図を繰り返し伝えます。コストや機能が理由で断念
することもありますが、苦労を乗り越え製品化された時
は達成感が得られます。ニュースやサプライヤーとの商
談、日々の打ち合わせを通して、社会でプラスチック削
減への期待が高まってきていると感じています。今後も
新素材を積極的に試し、チャレンジを続けていきます。

従業員の声

課長　山崎亨(右)
舟橋洋平（左）
千田真弓(中)

容器包装エコ
プロジェクト事務局
原料開発部�資材課

改良後のトレー
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の開発や、魚の食欲に応じて適量の餌を与える自動

給餌制御システム「アクアリンガル®」など、海洋環境

負荷を低減し、生態系への影響を抑える技術の開発

を推進しています。　　　　

手法を改善し、水産物の
資源状態調査の信頼性を向上

■2020年度の取り組み事例

水産資源の
持続可能性

ニッスイグループは、調達品からIUU（違法・無報告・無

規制）漁業や強制労働が疑われる水産物の排除を

徹底します。さらに、資源状態が把握できない、また

は、状態が良くない水産資源については、その改善に

向けた取り組みを進め、2030年までに取り扱う水産

物の持続性が確認されている姿の実現を目指します。

▼第１回ニッスイグループ資源調査結果（2016年）

 

■利用可能
133万トン

（88％）

 

■心配ある

調達総量：
162万トン（原魚換算重量）

     →

世界漁獲量の1.6%相当

 取り扱い資源：
約450資源（海域/魚種）

構成比：
天然魚　93％
養殖魚      7％
 

    5万トン
   （3％）

 

■不明

天然魚（注）
151万トン

認証品
（37％）

    13万トン 
　（9％）

「ニッスイグループが
調達する水産物について
持続性が確認されている」

■2030年の目指す姿

2017年、第1回資源状態調査を実施しました（対象：

ニッスイおよびグループ各社〈国内28社、海外16社〉

資源の持続可能性に関心の高いお取引先を担当してい
ます。コロナ禍を経て、サステナビリティに関する情報発
信や、人や社会、環境に配慮した新規のエシカル商品開
発への要望は一段と高まっています。しかし「サステナ
ブルだから良い」という頭ごなしの提案ではお客様に伝
わりません。持続可能な水産原料を使用しているからこ
そ、おいしさの追求や、継続して購入いただける商品であ
ることが重要です。またそれらを世の中に送り出すことが、
資源の持続可能性に関する認知や、消費の拡大につなが
ると考えています。

特販営業部
生協営業課

山地司馬

詳細はウェブへ ▼

https://nissui.disclosure.site/ja/themes/155

天然水産資源の持続的な利用

注：「責任ある養殖水産物」であることを証明する国際認証プログラム。

注：��水産加工品も原魚に換算し含めているが、魚油や配合飼料原料の魚粉は、
魚種の把握が困難なため対象外とした。

グループ会社の黒瀬水産（株）が世界初の養殖ぶり

ASC認証（注）を取得するなど、養殖においても水産

エコラベル取得を推進しています。また、給餌の際

に海中に散逸しない、転換効率の高い固形配合飼料

持続可能な養殖の推進

が2016年に調達した天然魚）。評価は国連食糧農業

機関（FAO）発表の資源データとの照合により自社で

実施しており、FAOデータにない魚種は、異なる公

開データベースを用いるなど確認を進めました。

2020年には、第2回資源調査を、グループ各社が

2019年に調達した水産品を対象に実施しました。現

在、分析を進めており、2021年内の結果発表を予

定しています。

第2回の調査では、最新の資源データを用いるとともに、

照合作業を外部に委託し、第三者性を確保しています。

さらに、魚油と配合飼料原料の魚粉を対象に加えるな

ど、資源調査範囲の拡大と信頼性の向上を図りました。

水産エコラベル：左からMSC認証、ASC認証、MEL認証。

従業員の声

JFRCA
20C3600081
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ニッスイグループの
重要課題

Key Issues

安全・安心で
健康的な生活に
貢献する

山下 伸也
取締役 執行役員

ファインケミカル事業執行、R&D部門管掌

日本が超高齢社会に突入してから久しく、あわせて平均寿命

も延び続けています。しかし、平均寿命と健康寿命（注1）の差

は約10年と言われ（注2）、現在は、単に寿命だけでなく、いか

に健康に生活できる期間を延ばすかに関心が集まっています。

健康寿命の延伸には、病気を未然に防ぐ「一次予防」が極め

て重要です。またそこに大きく寄与するのが普段の食生活

となります。

食品企業であるニッスイには、「食」を通じて消費者の皆様

に健康をお届けする責任があり、海の恵みを生かした健康

素材の研究や商品開発に力を入れています。青魚の健康

成分であるEPA・DHAは、継続的に摂取することで健康

維持が期待できますが、現代においては毎日たくさんの魚

を食べ続けることは現実的ではありません。私たちは、独

自の魚の臭いを抑える技術や加工技術を生かして、手軽に

EPA・DHAを摂っていただけるよう様々な形態の健康商品

を開発してきました。特に最近では、飲みやすいドリンク

やゼリータイプの機能性表示食品に力を入れ、一般的なカ

プセルタイプのサプリメントと差別化を図っております。実

際にこれらは健康意識の高い中高年層からの支持を獲得し、

健康食品のレッドオーシャンにおいても存在感を示すことが

できていると確信しています。

今後は、今まで以上に新商品開発に注力し、コロナ禍にお

ける通販需要の高まりにも応えながら、健康食品カテゴリ

を拡大していきます。

注1：  健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間。

注2：  厚生労働省「健康日本21（第二次）の推進に関する参考資料」（平成24年7月）より。

私たちの挑戦

社会の高齢化が進む中、
独自の技術開発で
人 を々健やかに
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豊かな暮らしのための
研究開発

ニッスイオンラインショップ「海の元気倶楽部」では、中

高年を対象とした機能性表示食品「ごま豆乳仕立ての

みんなのみかたDHA」を販売しています（2018年より）。

DHAは、ヒトの脳や神経に豊富に存在する必須脂肪

酸です。特に発育段階にある子どもには大切な栄養素

と考えられており、ニッスイはこれまでに、乳幼児用粉

ミルクの原料や子ども向けのDHAドリンクなどを提供

してきました。一方で、高齢化が進む日本においては、

認知機能の低下は大きな課題です。そこで、これまで

中性脂肪対策のEPA商品が中心だった健康食品のラ

インナップに、新たに記憶力というアプローチでDHA

商品を投入しました。

厚生労働省が推進する健康日本21は、「健康寿命の

延伸と健康格差の縮小」「主要な生活習慣病の発症

「海の元気倶楽部」には、お客様から日々 たくさんの声が

届きます。販売企画に関しては、マーケティング担当者

だけでなく、コールセンター機能も活用してお客様との

コミュニケーションを図り、販促の見直しを重ねました。

広告表現においては、魚が苦手な方にも手に取っても

らえるよう、「記憶力」の訴求に加え、おいしさや飲みやす

さを丁寧にお伝えしています。また、同梱チラシには窓

口の電話番号を分かりやすく記載するなど、シニア層へ

のフォローの仕組みを整えました。2020年度はコロナ

禍で人 の々健康意識も高まり、より幅広いお客様へお

届けできるようになりました。

お客様目線の商品作りと

マーケティングの両輪で、

食の面から健康をお届け

していきます。

DHAをおいしく飲みやすく
記憶力にアプローチ

お客様に寄り添った
マーケティングコミュニケーション

■取り組み事例

予防と重症化予防の徹底」などの目標を掲げています。

ニッスイは、食の面から健康寿命の延伸に貢献するた

め、これまで培ってきた魚油の臭いを抑える技術や加

工技術を通して、魚由来の健康成分を毎日の暮らしに

取り入れやすい形で提供しています。「ごま豆乳仕立

てのみんなのみかたDHA」は、特においしさと飲みや

すさを追求したドリンクタイプで、従来のDHAサプリメ

ントとの差別化を図っています。

「ごま豆乳仕立てのみんなのみかたDHA」の開発は、普
段の食生活に取り入れられるEPA・DHA飲料へのチャレ
ンジでした。健康イメージの強い素材である「豆乳」「ごま」

「はちみつ」を用い、その自然な風味を生かした品質を目
指しましたが、魚の油には元々生臭さがあり酸化もしやす
いため、技術的なハードルは非常に高いものでした。発
売後、たくさんのお客様から「おいしい」「毎日続けやすい」
などのお声をいただけたことに感謝しております。今後も、
日常生活に溶け込む存在になれるような健康食品を開
発していきたいです。

食品機能科学研究所
製品・技術開発課 課長

坂本 紘子

従業員の声

DHA商品の発売は、EPAの領域を中心に展開してきた
私たちにとって、新たな挑戦でした。発売前に商品の顧
客像について議論を重ね、DHAの認知機能に加え、ナ
チュラルな健康食材として好感度の高い「豆乳」「ごま」

「はちみつ」を訴求することにしました。実際「おいしく
飲みながら対策できる」ことが、差別化になっており、健
康のために豆乳を飲んでいたお客様のご利用も目立ち
ます。アクティブに生活を楽しみたいシニアのお客様に
さらに寄り添った対応やサービスが今後の課題です。

特販営業部　
Eコマース課

山岸 容子

従業員の声

コールセンターには日々たくさん
のお便りが届く

「ごま豆乳仕立ての 
みんなのみかたDHA」

開発部門から

企画・販売部門から
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ニッスイグループの
重要課題

Key Issues

社会課題に取り組む
多様な人材が

活躍できる企業を
目指す

山本 晋也
取締役 常務執行役員

最高財務責任者（CFO）、経営管理部門管掌

取り巻く環境が急速に変化し将来の予測が困難な中で、サス

テナビリティに関する社会的な要請を満たしつつ、企業が成長

を遂げるためには、事業を通じて社会課題に積極的に取り組

む人材の育成が急務です。そのためには、性別や年齢、国籍

に関係なく、個々人の違いを認め、尊重し、新しい価値創造

に向けて議論する風土を醸成していくダイバーシティ＆インク

ルージョン（以下Ｄ＆Ｉ）が重要だと考えています。ニッスイでは

女性活躍に優先的に取り組むことを掲げ、30％ Club Japan

に参加し、女性の経営参画を進めていますが、同時に事業の

「海外展開の加速」を睨み、海外でも活躍できる人材を育成

し、女性のみならず外国人・中途採用者も含めた多様性を尊

重した活力ある組織を志向していきたいと考えています。

また、従業員が健康で一人ひとりがその能力を十分に発揮でき

ることは、Ｄ＆Ｉとあわせて企業の持続的な成長の根底となる重

要な要素です。ニッスイでは2017年より健康経営の取り組みと

して「個人の健康促進」「私生活との両立支援」「働きやすくやりが

いのある職場づくり」の３つの観点で、従業員とその家族の生活

の質の向上を目指し、こころと身体の健康をサポートしています。

人に関わる課題の解決は、時間のかかる取り組みです。

VUCA（注）の時代において必要なイノベーションを創出する

能力や、予期せぬ事態に持ちこたえる能力（レジリエンス）を

高めていけるよう、中長期的な視点で取り組んでいきます。

私たちの挑戦

新しい価値創造に向け
多様性を尊重した
活力ある組織を目指します

注：  Volatility（変動性）、Uncertainty（不確実性）、Complexity（複雑性）、Ambiguity（曖昧性）
の頭文字から取った言葉で、先行きが不透明で将来の予測が困難な状況であることを示す。

Sustainability Report  2021 13

ニ
ッ
ス
イ
グ
ル
ー
プ
の
重
要
課
題



ダイバーシティ＆
インクルージョン

ニッスイは日本企業の役員に占める女性比率の向上

を目指す30％ Club Japan（サーティパーセントクラ

ブ・ジャパン）の活動趣旨に賛同し、2021年1月に参

加しました。同団体は2030年を目途にTOPIX100

の女性役員割合を30%とすることを目標にしていま

す。これは企業の意思決定機関における健全なジェ

ンダーバランスは、ガバナンス強化はもちろん持続的

成長の促進、国際的競争力の向上、ひいては持続可

能な日本社会の構築に寄与するという考えに基づくも

のです。ニッスイは同団体のコミュニティ、TOPIX社

長会に参加し、女性の活躍を阻む本質的な課題とそ

の解決策について議論を行い、その活動を通じて女

性の経営参画を推進していきます。

30％ Club Japanに参加
■2020年度の取り組み事例

詳細はウェブへ ▼

https://nissui.disclosure.site/ja/themes/148

30％ Clubは2010年に英国で創設された、取
締役会を含む企業の重要意思決定機関に占
める女性割合の向上を目的とする世界的キャ
ンペーン。日本で活動を展開する30% Club 
Japanは、2019年5月1日に正式に活動を開始。

職種による偏りを是正するため、営業部門と並んで

女性社員比率の低い生産部門で働く女性社員を対

象に、全3回のワークショップを実施しました。生

産部門特有の課題やキャリア志向について議論し、

抽出した生産部門特有の課題およびその解決施策

について、役員、部署長、所属長へ参加メンバー

から提案を行いました。提案を受け、その具現化

のため人事部と部署長で意見交換を行い、取り組

み３カ年計画を決定しました。今後は、計画の実

行を通じて人材育

成、および社内環

境の整備をさらに

進めていきます。

ワークショップの様子（2020年10月開催）

ニッスイでは女性社員が活躍できる雇用環境の整備

を行うため、2019年4月に第2期行動計画を策定し、

定量目標を定めて取り組みを推進しています。

女性活躍のための
第2期行動計画とその実績

2020年12月より、ワークショップを引き継ぎ、八王子
総合工場でも女性活躍の取り組みを広げ、自身のキャ
リアを考える機会を作っています。今の仕事を将来の
働く姿にどうつなげていくか、具体的にイメージできる
ようになったという声も聞かれました。私自身工場以
外の職場経験が長いので、そのキャリアを生かして彼
女たちの視野を広げる一助になれればと考えています。
新型コロナウイルス感染症の状況が落ち着いたら、全
国にいる他工場のメンバーとも集まり話したいです。

従業員の声

八王子総合工場
業務課 課長

吉田 桂子

計画期間：2019年4月1日－2022年3月31日

・ 新卒採用者（大卒・院卒）に占める女性の割合を30％以
上とする

・ 営業部門および生産部門で働く女性の人数を20%
以上増加

・女性の管理職および係長の人数を15%以上増加

管理項目 目標 2019
年度

2020
年度

新卒採用（大卒・院卒） 女性の割合 30%以上 36% 38%

職種による偏りの是正
営業 20％以上増加 121% 132%

生産 （対2018年度） 104% 107%

管理職/係長の人数
管理職 15％以上増加 100% 104%

係長 （対2018年度） 100% 86%

 行動計画の定量目標と実績

女性生産部門担当者
ワークショップの開催
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健康UPセミナーの開催
2020年度は従業員を対象とし全体で取り組む健康

UPセミナーを昨年度よりも拡充し、「食事編」「機能

性関連商品編」「運動編（RIZAP LIVEセミナー）」「健

康編（産業医講話）」のテーマ別に実施しました。これ

らはオンラインでLIVE配信し、テレワークでも参加

可能にしました。全４回合計で390人が参加しました。

で、保健師による喫煙者への個別指導などの禁煙啓

発活動を行ってきたほか、本社・支社喫煙所を閉鎖、

他の事業所も閉鎖・縮小を進めています。2020年

10月より、「水曜日は吸い（水）ません」をスローガンに、

毎週水曜日を「禁煙デー」

と定め、就業時間中の禁

煙を強化しました。従業

員の喫煙率は2016年度

の30.4％に対し、2020年

度は25.3％まで減少して

いますが、今後も積極的

に取り組みを進めます。

ニッスイは喫煙や受動喫煙による従業員の健康被害

を防止するため、喫煙者の禁煙や事業所の分煙を推

進する取り組みを2016年度より行っています。これま

「健康プラス（＋）ストレージ
キャンペーン」の実施

健康経営

ニッスイでは、従業員の生活習慣改善の取り組みと

して、2018年度より個人で取り組む「健康プラス（＋）

ストレージ キャンペーン」を実施しています。このキャ

ンペーンは、日々の生活習慣を見直す新たなプラス

行動に対し、一定基準の到達者に福利厚生制度で

使用できる賞金ポイントを付与するものです。2020

年度は「運動不足解消」「食生活改善」「日常習慣改善」

「快適生活向上」の4部門に具体的な達成基準を設

けた15のコースを設定。テレワークで希薄になりが

ちなコミュニケーションを図る「あいさつ」や、「手洗

い/うがい」などが新たにコースに加わり、コロナ禍

での健康にも配慮。昨年度よりも84人増の全334人、

のべ1,522人が参加し、達成者は259人でした。

  就業時間中禁煙ポスター

■2020年度の取り組み事例

就業時間禁煙を目指して

2021年度から健康経営の担当を引き継ぎ、プレッ
シャーもありますが、非常にやりがいを持って取り組
んでいます。「健康であること」そしてそれを維持向上
させることの大事さも日に日に感じています。解決すべ
き健康課題と経営課題のつながりも意識しつつ、この
想いを健康促進の施策を通して伝え、少しでも従業員
と会社に貢献していきたいと思います。健康への関心
度は人それぞれですが、ニッスイでは健康促進の施策
やセミナーを豊富に用意しているので、ぜひ多くの方
に参加してもらい
たいと思います。

従業員の声

人事部
労務健康企画課

高松 遼也

健康経営銘柄は東京証券取引所の上場企業の中から、従業員の健康管
理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組む企業を、原則として1業種
から1社選定するもの。

詳細はウェブへ ▼

https://nissui.disclosure.site/ja/themes/104

ニッスイは2019年に水産・農林業で初めて選定さ

れて以来、3年連続で健康経営銘柄に選定されまし

た。事業の柱である魚やEPAを活用した従業員の健

「健康経営銘柄2021」に選定

康づくりを推進していることに加え、コロナ禍におけ

る心身の健康を積極的にフォローしたことが評価さ

れました。
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「新しい働き方プロジェクト」の活動として、オフィス部

会では2020年6月から、本社のプレイスフリーに向け

た活発な議論を行い、本社のオフィス機能（グループ

ワーク、コミュニケーションに重点）と、サテライトオフィ

スの機能（個人ワーク、社内ワークに重点）を再定義

しました。「場所の制約を受けない働き方により、オフィ

スを柔軟に活用する」ための綿密なシミュレーション

を行った結果、グループアドレス化の採用を決定し

ました。グループアドレス導入により、約150席の執

務席を撤去し、直接コミュニケーション強化・Web

会議の機会増に対応したレイアウトとしました。今後、

グループアドレス化に向けた
取り組みを本社よりスタート

働き方改革

働き方改革関連法・改正育児介護休業法などの法

的整備やそれに伴う社会的な変化が進展しています。

その中で、2020年度は新型コロナウイルス感染症

が流行したこともあり、ニッスイは従来の働き方を根

本的に見直す「新しい働き方」の検討を開始しました。

2020年6月、「若手従業員」「女性従業員」を中心

メンバーとした「新しい働き方プロジェクト」が発足。

2025年を目標としたありたい姿や基本方針を定め、

すでにコロナ禍で緊急的に実施していた勤務体制の

正式な制度化を決定しました。プロジェクトの推進

に当たっては、オフィス部会・働き方部会・システム

部会の3部会を組織し、分野ごとに取り組んでいま

「新しい働き方プロジェクト」の発足

■2020年度の取り組み事例

さらに取り組みを進めて新しい働き方の定着を図り、

この考え方については本社だけでなく、各支社へも

展開していきます。

すでにフリーアドレスが導入された大阪支社（左）と、本社の打合せスペース
「ファミレス席」（右）

グループアドレスは単なる座席削減ではなく、テレ
ワークと両輪で「仕事にあわせて働く場所を選ぶ」とい
う新しい働き方を目指す取り組みです。本社のレイア
ウト変更においては、上記の考え方を従業員に理解し
ていただくことと、非常に短い期間で収納量を大幅に
削減することに苦労しました。今回導入した設備では
ファミレス席が特に好評で、新たなワークスペースと
して皆さんに活用していただけていると思います。
今後は仕事にあわせて働く場所の選択肢をもっと増や
せるように、サテライトオフィスの導入や本社オフィス
の見直しを引き続き進めていきます。

従業員の声

新しい働き方プロジェクト
オフィス部会メンバー
総務部 総務課

経理部 審査課

水沢 恵美（左）
長島 裕和（中）

李 珍珍（右）

ありたい姿
・  多彩な能力が十分に発揮され、チームへの貢献度が

高いこと

基本方針
・場所や時間に制限されない働き方
・コミュニケーションやコラボレーションが活発な働き方
・心身の健康を保つことのできる働き方

2025年に向けた新しい働き方

す。「目指すオフィスへのロードマップ」も策定してお

り、2021年度にはサテライトオフィスの導入に向け

て検討を進めています。

● 新しい働き方プロジェクト

▼    グループアドレス化、
サテライトオフィスなど

オフィス部会

▼    業績評価制度の検討、 
勤務制度の改定など

働き方部会

▼    ペーパーレスの推進、
捺印電子化など

システム部会
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人権の尊重

Human Rights

黒田 哲弘
執行役員

リスクマネジメント、人事部担当

2020年、黒人差別に抗議する「ブラック・ライブズ・マター

運動」や、アジア系住民に対する「ヘイトクライム」報道を通

して、私たちは世界中に未だ偏見や差別が存在することを

再確認することになりました。

また、「強制労働」や「児童労働」については世界共通の課題

であり、日本においても外国人技能実習生の不適切な管理

が問題視されるなど、企業には人権尊重に対する明確な姿

勢と行動変容が求められています。

ニッスイグループでは、国内外拠点の従業員はもちろん、

生産・加工で使用する原材料のサプライチェーン全ての段

階で、人権が尊重される姿を目指しています。

そこで、私たちは全ての企業活動の根幹となる「ニッスイグ

ループ人権方針」を策定し、その徹底を図るため「人権部会」

を設置しました。

現在、サプライチェーン上にある「３つの潜在的人権リスク」

を特定し、これらのリスクに対し、今後具体的な施策を実行

することとしています。中でも、水産原料に関わるサプライ

チェーンは多岐に亘り複雑です。IUU（違法・無報告・無規制）

漁業の排除に向けてグローバルに水産物を取り扱う企業とし

て責任を持って対処し、人権リスクの低減を図ってまいります。

あわせて、教育を通じて「従業員の人権意識の向上」に取り

組むことで、人権が尊重された現場から「お客様を笑顔にす

る商品」が提供できるよう努めます。

私たちの挑戦

事業における人権リスクを把握し、
その低減に向けた取り組みを
進めていきます

「誰一人取り残さない」
持続可能な

社会の実現に貢献
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詳細はウェブへ ▼

https://nissui.disclosure.site/ja/themes/204

人権の尊重

2020年、全ての企業活動の基盤となる「ニッスイグ

ループ人権方針」を策定しました。本方針に基づき、

サプライチェーン全体における人権尊重の考え方を

共有し、その徹底を図るため、部門横断的な組織

として人権部会（注）を設置しました。この部会では、

人権に関する理解を深めるとともに、その課題につ

いて議論を重ねています。

そして、ニッスイグループの事業プロセスに潜在す

る人権リスクの分析を行うため、直接事業に関わり

現場に精通した従業員によるワークショップを開催

しました。

潜在的な人権リスクの特定

人権デューデリジェンス
・ 特定したリスクの実態把握と負の影響の予防と軽減

従業員教育
・   グループを含めた従業員へ人権方針の周知と教育

の実施

サプライヤーに対し人権への取り組み状況の確認
・   水産物のサプライヤーを優先し、2025年までに全一

次サプライヤーの確認

2021年度以降の計画

ワークショップの様子

「一般的・業界横断的な人権リスク」と「水産業・ニッスイ

グループ特有の人権リスク」の２つの視点から、事業プロ

セスごとに起こり得る人権リスクを洗い出しました（上図）。

さらに、事業との結びつきの深さや、影響の深刻度の

大きさからニッスイグループにとって重要な３つの潜

在的人権リスクを特定しました。

注：  CSR委員会傘下に設置。 
部会長はリスクマネジメント、人事部担当執行役員。

・  水産原料に関わる強制労働・児童労働（調達～生産）
・日本における外国人技能実習生の労働環境（生産）
・労働安全衛生（漁業・養殖）

３つの潜在的人権リスク

ニッスイグループ
従業員

サプライヤー

お客様

地域住民

その他

・採用～育成～昇進などの機会不平等や差別
・ハラスメント
・  同一労働同一賃金（雇用形態・国籍・性別等による待遇格差）
・  生産現場やテレワーク時の行動監視によるプライバシー侵害

・  外国人技能実習生の 
労働環境（日本）

・労働災害や事故（漁業・養殖）
・AI活用による失業
・  労働争議時に受ける暴力

・労働災害や事故

調達 Ｒ＆Ｄ・生産 物流 販売・流通 お客様使用時 廃棄・リサイクル

採用～評価 ・ 待遇 ・ 昇進～退職

・優良誤認
・  不健康な食生活を 

助長するマーケティング

・  海洋プラスチックにより 
生物多様性が毀損、 
漁業者の生活困窮

・プラスチックゴミによる環境汚染

・差別的表現となる広告

・農園開発に伴う強制立ち退き
・農薬による健康被害
・先住民の生活破壊
・環境汚染

・環境汚染

・贈収賄への加担

・品質事故
・健康被害

・小規模／零細事業者に対する不公正な契約
・農薬や化学薬品による健康被害
　　　　　・強制労働・児童労働　　　　　　　　　　　
・労働災害や事故(漁業・養殖)
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支援先 実施日・実施期間 寄贈数

筑波大学「学生食料支援事業」 2021年1月19日 288缶

セカンドハーベスト・ジャパン（認定NPO法人） 2020年5月21日 6,000缶

東京都港区生活福祉部門（生活困窮者向け） 2020年5月19日 240缶

東京都港区内子ども食堂運営者 2020年5月19日・22日 528缶（2日間合計）

医療従事者を食で応援するプラットフォーム「WeSupport」 2020年5月14日 2,400缶

都内の大学付属病院など 2020年5月14日 1,200缶

ニッスイは、新型コロナウイルス感染症拡大によって生活に大きな影響を受

けた方 や々診療・治療に尽力される医療従事者に、缶詰を寄贈しました。

本社所在地である東京都港区の生活福祉部門や子ども食堂運営者、フー

ドバンクである認定NPO法人セカンドハーベスト・ジャパンやファインケミ

カル総合工場つくば工場と同敷地内の筑波大学「学生食料支援事業」に合

わせて7,056缶。また、グループ会社である日水製薬(株)が普段からお取

引をしている都内の大学付属病院や、医療従事者を食で応援するプラット

フォーム「WeSupport」へ、計3,600缶を寄贈しました。

製品（缶詰）を合計10,656缶寄贈

ニュージーランドのシーロード社は、マオリ族を統

括する部族評議会「Te Rūnanga o Ngāti Whātua」

に白身魚のホキフライ3トン（21,000食分）を、地元

のフードバンク「Kai with Love」へ常温食品と従業

員から約5,000ドルをそれぞれ寄付しました。

また、IUCNレッドリストで絶滅危惧種に指定されて

いるキンメペンギン保護のため野生動物病院へ、ミ

ナミダラ1トンを寄贈しました。

マオリ族への支援と
絶滅危惧種ペンギン保護活動

新型コロナウイルス感染症拡大に伴うニッスイグループの取り組み
ニッスイグループは、CSRにおける重要課題（マテリアリティ）のひとつに「安全・安心で健康的な生活に貢献する」を掲げており、
事業の特性や各社の技術・知見を生かして様々な支援を行いました。

「Kai with Love」へ寄付された常温食品

ミナミダラを与えられるキン
メペンギン

セカンドハーベスト・ジャパンへ寄贈された缶
詰6,000缶

食品の生産・供給責任を果たす企業として“食” を通じた支援

社会貢献活動
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技術や知見、パートナーシップを通じた支援

ニッスイタイランド社は地元Takam地域とその公衆

衛生当局に対して、新型コロナウイルス感染症予防

のため、赤外線温度計やエンジニアリング部門が設

計した足踏み式アルコールスプレーを寄贈しました。

また、地元Kho Hong警察署へ自社製品を寄付し

ました。

米国のユニシー社では、2020年4月より地元ウナラ

スカ地域コミュニティに対し、遊休施設を無償で提

供しています。この施設は、漁船帰港後に一定の

隔離期間が必要となる漁業関係者や、PCR検査の

結果を待つ地元住民の停留施設として使用されて

います。

衛生器具と遊休施設の提供

ニッスイは食品メーカーの一員として食べ物を大切

にし、飢餓ゼロの実現に協力したいと考え、国連

WFPの活動を支持しています。飢餓の対極である

フードロスの削減のため、飲食店で注文した料理

を残さず食べきろうという社内企画「宴会料理を食

べきろう」を実施し、その参加人数に応じた金額を

寄付してきました。また、2017年から、参加費の

一部が飢餓で苦しむ途上国の子どもたちの食料支

援にあてられるチャリティーウォーク「WFPウォー

ク・ザ・ワールド」に協賛・参加を続けています。

2020年は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で

学校が休校となり、給食を食べられなくなった海

外の子どもたちを支援するため150万円を寄付しま

した。飢餓ゼロの想いを国連WFPに託し、途上国

の子どもたちに栄養を届けました。

WFP国連世界食糧計画（国連WFP）を通じ
海外の子どもたちを支援

ニッスイタイランド社が
公衆衛生当局に寄贈した
足踏み式アルコールスプ
レー

ユニシー社が無償で提供
している施設

認定NPO法人国連WFP協会事務局長
の鈴木邦夫様（左）より感謝状を授与

その他の社会貢献活動について ▼

https://nissui.disclosure.site/ja/themes/122

私たち国連ＷＦＰ協会は、飢餓をゼロにすることを使
命に活動するWFP国連世界食糧計画（国連WFP）の
日本における公式支援窓口です。2020年、新型コロナ
ウイルス感染症拡大により、世界中が大きな痛みを共
有しました。このコロナ禍、国内のみならず世界中の苦
難を共にすることで、多くの日本人の目を海外に向け
る機会になったと確信しています。これこそが私たち国
連WFPが願う飢餓のない世界を創る第一歩です。
日本水産様よりお預かりしたご支援は、世界各地の学
校給食支援に活用されています。各国の学校は一部閉
鎖となりましたが、対象就学児童がいる家庭に、食料購
入のための現金や持ち帰り用食料の配布が続けられ
ています。皆さまからのご支援は、現地の大きな力です。
心より御礼申し上げます。
世界中の海の恵みを取り扱う「食」のプロである日本水
産様には、その事業領域の広さを生かし、より多くのお
取引先様にもこの現状を伝えていただき、日本企業様の
ご支援の輪がより一層広がることを期待しています。引
き続き、ご支援・ご協力いただきたくお願い申し上げます。

認定NPO法人国連WFP協会
事業部

鳴海 ひかり様

お預かりしたご支援は現地の大きな力
世界各地の学校給食支援に生かされます

想いをつなぐパートナー

 ©Mayumi Rui
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コーポレート・ガバナンス
ニッスイでは、独立性を保ったガバナンス体制構築のため、取締役総数の3分の1以上を社外取締役とする
こととし、取締役8名のうち3名が社外取締役となっています。社外取締役は、経営陣から独立した立場で、
取締役の業務執行の監督、意思決定の適正性を確保するための助言等の役割を担います。
永井幹人氏、安田結子氏、そして新たに就任した松尾時雄氏のメッセージをご紹介します。

選任の理由などの詳細は　
「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」（PDF）をご覧ください ▼

https://www.nissui.co.jp/ir/management_policy/governance.html

社外取締役に就任し一年が経ちました。当社取締役会は自由闊達な議論がなさ

れており、また議案の選定や検討資料の内容等についても工夫・改善がみられ

るなどガバナンス改革は確実に進展しているものと評価しています。

あえて申し上げれば、従来の中期経営計画は事業部ごとの積み上げの議論が中

心であり、中長期的な経営戦略に関する議論が必ずしも十分ではなかったので

はと感じています。

現在、社内では正に長期ビジョンと次期中計の策定議論が進んでいます。今回

は経営陣からの「10年後のニッスイのありたい姿を改めて考えよう」とのメッセー

ジのもと、従来とは違ったプロセスで部門を越えた全社的な議論や提案が始ま

りつつあります。こうした中で、特に事業ポートフォリオのあり方についての議論

がさらに深まることを期待しています。

またビジョン実現の要諦は、経営のリーダーシップ、リスクテイク、そして現場

の気概と推進力にあると思います。

これまでに多くの企業の成長プロセスを見てきた経験を生かしながら、積極的な

リスクテイクと適切なリスク管理のあり方とともに、ビジョン実現に向けた人材

の多様化と現場人材がビジョンを共有しながらクリエイティブに働ける環境作り

の後押しもできればと考えています。

[ 略歴 ]
1978年（株）日本興業銀行（現、みずほ銀行）入行後、同行で
本店営業部長、常務執行役員、取締役副頭取を経て、2013
年より新日鉄興和不動産（株）（現、日鉄興和不動産）で副社長、
社長、相談役を歴任。2019 年より（株）岡三証券グループ社外
取締役（監査等委員）、2020年より当社社外取締役、2021年よ
り東北電力（株）社外取締役、（株）オオバ 社外取締役を務める。

永
な が い

井 幹
み き と

人

[ 略歴 ]
1985年日本アイ・ビー・エム（株）入社。1993年にラッセル・
レイノルズ・アソシエイツ・ジャパン・インク入社。マネージング・
ディレクターや日本支社代表、エグゼクティブ・コミッティメン
バーを歴任。SCSK（株）、昭和シェル石油（株）、出光興産（株）、

（株）村田製作所（現職）の社外取締役、2020年より（株）ボード
アドバイザーズ シニアパートナー、当社社外取締役を務める。

安
や す だ

田 結
ゆ う こ

子

[ 略歴 ]　
1980年旭硝子（株）（現、AGC）入社後、同社エンジニアリン
グセンター長、執行役員CSR室長、公益財団法人 旭硝子奨
学会常任理事、2016年からは日本カーバイド工業（株）代表
取締役社長執行役員などを歴任。2021年東洋合成工業(株)
社外取締役、当社社外取締役就任、現在に至る。

松
ま つ お

尾 時
と き お

雄

現場人材がクリエイティブに働ける
環境作りを後押し

永井 幹人

｜｜社外取締役からのメッセージ｜｜
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サステナビリティを企業戦略に組み込み
水産事業のグローバル
リーダーとなることを期待

このたび社外取締役に選任され、光栄であると同時に身の引き締まる思いです。

ニッスイグループが、サステナブル社会の実現への貢献を目指し、グローバル

で水産資源の持続的利用や環境問題への取り組み等を自らの使命としているこ

とに大変感心しています。

2050年代には世界人口が約100億人に達することが予想され、現在2030年を

目標とするSDGsへの取り組みが世界全体で推進されています。ニッスイグルー

プの果たすべき役割・責任は重要です。地球の機能を損なうことなく、継続的

に食や健康へのアクセスを確保する使命を担わなければなりません。

私は元職で、コンプライアンス推進、環境・安全・品質管理、その他の危機管

理等を担当してきました。CSRの考え方は以前とは大きく変わり、企業活動の側

面的役割から、企業の事業活動そのものの基本的な考え方になりました。企業

は社会メンバーの一員として、自らが影響を及ぼし得る分野において、事業活

動を通じ社会課題の目標を達成することが使命となってきています。

この約10年、私はCSRの考え方の変化を実感しながら企業経営を行ってきまし

た。皆さんの課題への取り組みにも、その経験・知見を生かしていきたいと思っ

ています。

事業活動による
サステナブル社会実現への貢献を
自身の経験・知見でサポート

社外取締役に就任して一年、コロナ禍により限定的ではありましたが、学ぶことが多

い一年でした。自由闊達に意見交換しつつも、信頼関係を築いている当社の取締役

会に参加することも楽しみでした。私は経営幹部の育成、後継者計画、取締役会の

実効性等のアドバイザリーサービスに長く従事しております。他社の取締役会を多く

見ていますが、当社の取締役会およびコーポレート・ガバナンスに対する真摯な取

り組みには感心しています。指名・報酬委員会の運用や、取締役会の実効性評価

においては、丁寧かつ誠実に対応していることがうかがわれ、私自身も勉強になりま

した。一方で、個 の々課題解決に全力で取り組むが故に、中長期のビジョンや、企

業価値向上のための取締役会での戦略討議等では、大局的な視座に欠けることも

ありました。また、今後の変革を牽引する幹部人材やグローバル人材、また女性リー

ダー育成は、さらにニッスイが成長するうえで重要な課題となっていくと思います。

サステナビリティに関しても、ニッスイは幅広い分野で誠実に取り組みを行っ

ていると感じます。ただし社会の要請は、サステナビリティを経営課題として

企業戦略に組み込むことです。目指すべき企業のビジョンを見据え、その達

成のために何が必要かバックキャスティングすることが重要です。目の前の

課題解決のみならず、大きな流れを牽引する水産事業のグローバルリーダー

としての立ち位置を確立することを期待します。

安田 結子 松尾 時雄
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ニッスイグループは自社の環境憲章で生物多様性の保全を掲げています。

この表紙では、ニッスイグループの経営の根幹である海の世界と、

そこで活動する多様な生き物たちを表現しています。

豊かで持続可能な海を守り、未来へと継承していく、

私たちの決意を込めました。

FSC® 認証紙と植物油インクを採用しています。

〒 105-8676
東京都港区西新橋 1-3-1 西新橋スクエア
ホームページ  https://www.nissui.co.jp/

FAX　03-6206-7080
CSR部

2021年 9月発行
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