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時代の変化と 
多様なニーズを捉えた 

商品企画・ 
開発力

事業に影響を与える環境変化

市場経済

  グローバル化による資源獲得競争激化

  新興国市場・中間所得層の増大

   世界における日本市場の存在感低下

  富の偏在による格差の拡大

社会構造

   少子高齢化・単身世帯の拡大

   食の個食化・簡便化の拡大

消費者動向

   多様化する消費者ニーズ

   安全・安心、健康志向の高まり

   塩分・スナック菓子へのネガティブ増大

持続可能性

   気候変動による農作物への影響・ 
農業の持続困難性

   人口増加による水ストレスの増大・食糧不足

カルビーグループは、原材料である自然素材の開拓から手掛け、常に高い品質の商品をお届けするという独自のバリューチェーンを通じ、自然の恵みを

活かした「おいしさ」「楽しさ」「健やかさ」を提供してきました。今後も社会課題や環境の変化を捉えて、これまで培ったバリューチェーンをさらに深化させ、

社会価値と経済価値を創出していくこと。これがカルビーグループの価値創造プロセスであると考えています。

ステークホルダーへの価値提供

サステナビリティを支える基盤の強化

商品企画・開発 調達

生産

物流営業・販売

フィードバック

お客様

取引先

従業員

コミュニティ

株主

 品質保証　  P32  コーポレート・ガバナンス　  P33–38 人財　  P26–28

すべての 
世代に対する食の 
おいしさと楽しさ

共創を通じた 
自然の恵みと 
豊かさの継承

多様性を活かし 
全員が活躍する環境

持続的成長と 
高収益体質の実現

社会課題や環境の変化を捉え、 
社会価値と経済価値を創出

8つのマテリアリティ 
 P19 バリューチェーンの深化　  P20
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価値創造プロセス

自然素材を 
活かす 
加工技術

馬鈴しょなどの 
原料に関する専門力 
（育種・栽培・ 
調達・貯蔵）

カルビー 
グループの強み

カルピーグループの価値創造
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環境問題、労働負荷や人権問題など企業を取り巻く社会課題のうち、カルビー

グループが将来にわたって事業活動を継続するために重要な課題をマテリアリ

ティとして定め、重点テーマを設定しています。重点テーマの取り組みを通じて、

経営のリスクを回避し、イノベーション創出の機会を捉えていきます。
 マテリアリティ特定のプロセスについては、WEBサイトをご参照ください。

 https://www.calbee.co.jp/sustainability/materiality.php

 マテリアリティ特定のプロセス カテゴリ マテリアリティ 重点テーマと主な施策 目標（KPI） 2021年3月期実績 SDGsとの対応

商品を 
通じた貢献

1   食の安全・ 
安心の確保 
 関連ページ P32

安全・品質に関する予防と監視
安心への取り組み
お客様の声を活用した商品改善

̶

2   健やかさと多様なライフ
スタイルへの貢献 

 関連ページ P21

健やかさに配慮した商品の提供
   製品塩分量の段階的削減
   タンパク質を多く含む商品の売上構成拡大

2024年3月期
   販売商品の塩分相当量※1 20%削減 
（2019年3月期比）

   タンパク質を多く含む商品売上構成比※2 
10%

 5.4%削減

 4.8%

サプライ 
チェーンを 
通じた貢献

3   農業の 
持続可能性向上 
 関連ページ P21

4   原料調達・物流の 
効率化と 
安定的な確保 
 関連ページ P21–22

環境に配慮した持続的な調達： 馬鈴しょの安
定調達
   品種の開発、科学的栽培の推進
   農作業の省力化
   産地の分散化、供給先の多様化

2024年3月期
   国産馬鈴しょ調達量 40万トン 
（2019年3月期比：20％増）

 34.2万トン

環境に配慮した持続的な調達： 
認証パーム油の使用
   B&C（ブック&クレーム）によるクレジットの入
札・購入
   マスバランス認証マーク使用に向けた取り
組みの推進

2030年
   認証パーム油 100％使用

  2020年5月 
B&Cクレジット購入

  2021年7月 
マスバランス認証油 
購入開始

地球環境・ 
コミュニティ 
への貢献

5   地球環境への配慮 
 関連ページ P29–30

温室効果ガス排出量削減
   Scope1、2における削減
電力購入先の転換、省エネ活動、工場発電など
   Scope3における削減
段ボールサイズの変更、配送頻度減・積載率向上

2030年
   温室効果ガス総排出量 30%削減 
（2019年3月期比）

 0.6%増加
Scope1：2.3%削減
Scope2：17.3%削減
Scope3：4.7%増加

資源保全／循環型社会の実現
   製品フードロス削減
   水使用量削減
   ３Rの促進

2024年3月期
   製品フードロス 20%削減（2019年3月期比）

2030年
   水の総使用量 10%削減（2019年3月期比）
   廃棄物排出量 10%削減（2019年3月期比）

 
 74%増加

 6.5%増加
 4.3%削減

プラスチック容器代替・削減
   石油由来プラスチック包材の削減
   代替原料への転換やリサイクルの促進

2030年　 
   環境配慮型素材 50%使用

2050年　 
   環境配慮型素材 100%使用

  （株）アールプラスジャパン 
 へ資本参加

6   人・地域社会・ 
コミュニティとの 
つながりの深化 
 関連ページ P31

フードコミュニケーションの活性化
   スナックスクール（食育）の拡張
   工場見学の活性化、進化

2024年3月期
   フードコミュニケーション※3　 
参加者数　累計（5ヵ年）40万人

 累計（2020年以降） 
 107,714人

地域社会への貢献
   環境領域での活動拡大
   健康（健やかさ）領域の活動強化

̶

経営基盤の 
確立

7   多様性を尊重した 
全員活躍の推進 
 関連ページ P26–28

ダイバーシティ＆インクルージョンの推進
人財育成の強化
働き方改革

2024年3月期

   女性管理職比率 30%超

   男性育児休業取得率 100%
   障がい者雇用率 2.5%

 
 21.8%（2021年4月）

 26.5%
 2.58%

8   コーポレート・ 
ガバナンスの強化 

 関連ページ P33–38

コーポレート･ガバナンス組織・体制の整備
コンプライアンス・リスク管理の強化
ステークホルダーの人権の尊重

̶

製品フードロス削減目標および実績は（株）ポテトかいつかを除くカルビー国内グループを対象、温室効果ガス削減目標および実績はカルビー（株）およびカルビーポテト（株）帯広工場を対象、その他の指標はカルビー（株）を対象 
※1 販売した全商品重量に占める販売した全商品の塩分含有量　※2 総エネルギー摂取量に占めるタンパク質の構成比が13%以上のもの　※3 カルビー・スナックスクール、工場見学などの食育活動 
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• ライフスタイル変化への対応  2

• 農業の持続可能性向上  3

• 安定的な原料調達  4

• 脱炭素社会の実現  5

• 資源循環の推進  5

•  生態系保全  5 •  健康維持・増進  2  7

•  人・地域社会・コミュニティとの 

つながりの創出  6

•  事業継続性の強化（BCP）8

•  情報セキュリティの確保  8

• 消費者課題の解決  1

•  サプライチェーンマネジメントの 
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自社における重要度

 マテリアリティに基づく重点テーマと主な施策

サステナブル経営の推進体制

アドバイザーとして外部有識者を含めた体
制で「サステナビリティ委員会」を設置し
ています。同委員会においては、カルビー
グループのマテリアリティの決定と、各分
科会で推進する重点テーマのロードマップ
の審議および進捗状況のレビューを行って
います。また、その内容を取締役会に定期
的に報告しています。

取締役会

サステナビリティ委員会

重点テーマ別分科会（戦略の実行推進）

報告

テーマ特定・モニタリング 戦略決定・進捗報告

マテリアリティマップ  

マテリアリティ



対応する 
マテリアリティ

培った強み

  売上高100億円を超える複数の商品ブランド

  原料開発から商品化までを一貫して行う研究開発体制

  お客様の安全・安心のためアクリルアミドの濃度の低減

に対する研究・取り組み

  病害虫に強い独自の馬鈴しょ新品種の開発・育種

  先端栽培技術の導入による栽培・収穫のサポート

  全国のフィールドマン（馬鈴しょのスペシャリスト）が契約農

家との強固な関係を構築

  国内最大規模の貯蔵庫を使用した馬鈴しょ管理

生産

  五感（見た目、風味、香り、食感など）

に訴える商品を生みだす加工技術

  商品バリエーションを生みだすための

加工・調味技術

  季節、品種によって異なる自然素材

に合わせた加工技術

  自然素材を丸ごと使う加工方法

物流

  積載効率、作業者負荷軽減などの

生産性を考慮した物流

  提案型物流による取引先との最適

物流の仕組み

  鮮度の高い商品をお届けする定時

定点配送

  国内トップシェアメーカーとしての売り場への高い提案力

  革新的な流通制度への取り組み

  新鮮な商品をお届けするための表示 

（賞味期限の延長、および「年月」表示への切り替え）

カルビーグループの商品

企画の強みは、独自の

商品開発力と原料調達

から開発まで一貫した取

り組みです。そのため、

新たなブランドの立ち上

げは容易ではありません

が、何年もかけて挑戦を

続け、2020年、最薄で

軽い食感が楽しめる新商品「シンポテト」を発売すること

ができました。これまでの技術革新を止めることなく、今

後も新しい試み・商品の開発に取り組んでいきます。

馬鈴しょの安定した数量

と品質を維持するため、

契約農家とともに馬鈴

しょの生育から携わり、

課題の解決に取り組む

などの生産サポートを

行っています。フィール

ドマンと契約農家との信

頼関係の構築が、高い

品質の国産馬鈴しょの調達につながっていると思います。

今後も安全・安心な商品をお客様にお届けするため、国

産馬鈴しょの安定的な調達に努めていきます。

生産の現場において、安全・

安心な商品を安定的に生産

し、お客様にお届けするため

に最も大切なのは現場で働

く従業員の意識です。生産

の自動化によって効率性が

上がっても、安全・安心を 

守るための些細な違いに気

付くには人の力が必要です。 

安定的な商品をお届けする縁の下の力持ちとして、テクノロ

ジーと人の力で挑戦を続けていきます。

消費者のニーズは絶え

ず変化しており、営業現

場においても、デジタル

トランスフォーメーション

（DX）の推進によって流

通取引先との関係が進

化しています。常に最適

な提案ができるよう、お

取引先さまとの良好な関

係構築の下で課題を把握し、ブランド力と提案力を 

強みに、トップシェアメーカーとしての責任を果たして 

いきます。

カルビー（株） 
マーケティング本部

山本 千夏
カルビーポテト(株)

原島 康史

カルビー（株） 
北海道工場長

戸田 和代

カルビー（株） 
広域事業本部

髙安 直樹

商品企画・開発 営業・販売生産・物流

1  食の安全・安心の確保
2   健やかさと多様な 
ライフスタイルへの貢献

3  農業の持続可能性向上 5  地球環境への配慮
6   人・地域社会・コミュニティとの
つながりの深化

4  原料調達・物流の効率化と安定的な確保

調達

中期 
経営計画 
重点課題

01

国内既存事業：新たな価値の創出と高収益の実現

スナック事業の革新・ 

シリアル事業の拡大
05

社会共創：持続可能社会の実現

生産者とのパートナーシップのさらなる緊密化
05

社会共創：持続可能社会の実現

企業として持続可能なサプライチェーンへの取り組み推進

01
国内既存事業：新たな価値の創出と高収益の実現

事業基盤の強化

01
国内既存事業：新たな価値の創出と高収益の実現

事業基盤の強化

バリューチェーンの深化
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  スナック菓子の既存の概念に 

とらわれない革新を続ける
  馬鈴しょの 

安定調達に向けた挑戦

  環境や人権に配慮した 

RSPO認証パーム油の 

購入を開始

  健康志向への対応と 

オケージョンの拡張を軸に、 
シリアル食品の可能性を拡大する

商品企画・開発

馬鈴しょの安定調達に向けた 

主な施策 
 

①品種の変革
②科学的栽培の推進
③農業の省力化
④産地分散化
⑤供給先の多様化

健康志向の高まりによる塩分摂取へのネガティブ意識や、ライフスタイルの変化によ

る消費者の食に対するニーズの多様化など、カルビーグループの事業を取り巻く環境

に大きな変化が生じています。そこで、より「健やかさ」に配慮した商品として“fine 

snack”の提供を進めています。”fine snack”とは、適切な塩分や栄養成分の摂取によ

る適正コントロールや、身体に優しい自然素材を使用することにより、健やかなくらし

に貢献することを目指したスナック菓子です。特にタンパク質の多い自然素材として、

豆系スナック「miino」の商品ラインアップの拡充などに積極的に取り組んでいます。

また、新たな自然素材としては豆に続くポスト馬鈴しょ原料として果物に着目し、当社

独自の加工技術を活かした新商品「カリっとりんご」を発売（数量・エリア限定）しまし

た。既存のスナック菓子の概念にとらわれ

ない商品開発を続け、お客様の多様な

ニーズに対応し、健やかなくらしに貢献で

きる商品を提供していきます。

馬鈴しょの調達において、気候変動リスクは事業活動に大きな影響を及ぼす可能

性があります。安定した馬鈴しょの調達を実現するために、気候変動に強い品種

の開発や産地の分散化など、カルビーグループではさまざまな取り組みを行ってい

ます。

　また、馬鈴しょは農作物の中でも特に重労働で手が掛かる作物であり、生産 

農家の減少もリスクの一つです。従来は、全国のフィールドマンが栽培・収穫の 

サポートを行っていますが、今後はコントラクターによる集団収穫の拡大など農業

の省力化による契約農家の負担軽減をさらに進めていきます。

カルビーグループでは、2020年1月にRSPO（持続可能なパーム油のための円卓

会議）に加盟し、2020年5月に年間国内使用パーム油の相当量である約4万トンに

ついて、B&C（ブック&クレーム）方式※1による認証クレジット購入を開始しました。

また、2021年3月にRSPOサプライチェーン認証を取得し、7月には、国内工場に

おいてRSPO認証パーム油（マスバランス方式※2）の購入を順次進めています。

　アブラヤシの果実から採れるパーム油は、不法な森林伐採による生物多様性の

消失や、泥炭地開発による温室効果ガス増加などの環境破壊、強制労働や児童

労働などの人権侵害が大きな社会問題として指摘されています。2030年までに

認証パーム油の100%使用を目標に掲げ、環境・人権の社会課題に取り組んで 

いきます。

※1  認証油のクレジットが生産者と最終製品製造者・販売者との間でオンライン取引されるモデル。認証油のサプライチェーンが
未整備で調達困難な場合でも、認証生産者を直接的に支援することが可能。

※2  流通過程で認証油と非認証油が混合される認証モデル。物理的には非認証油も含んでいるが、購入した認証油の数量は保証。 

シリアル食品においては、健康志向への対応とオケージョン（喫食機会）の拡張を軸に、

商品開発に取り組んでいます。従来品と比べて糖質を25%カットした「フルグラ糖質 

オフ」や、タンパク質や鉄分を手軽に摂取できる「Granola+（グラノーラプラス）」シリー

ズは、健康意識の高まりを捉え、グラノーラ市場の再拡大に貢献しました。オケージョン

の拡張に向けては、外出先で手軽に食べられる食品として、「フルグラビッツ」を発売

しました。さらに、シリアル食品は、新型コ

ロナウイルス感染症拡大の影響によって、

備蓄性の高い商品としてその価値が認識さ

れていることを踏まえ、防災用商品「ロー

リングストック用フルグラビッツBOX」の提

供を始めています。今後も、さまざまな新し

い取り組みを進め、シリアル食品の可能性

を広げていきます。

青森県産りんごを使用したドライフルーツ 
「カリッとりんご」

専用BOXに「フルグラビッツ」が入った
「ローリングストック用フルグラビッツBOX」

RSPO認証パーム油は、サプライチェーンの各段階（各企業）が認証を取得することにより、
アブラヤシ農園から最終商品ができるまでの全工程で厳密に管理・供給されます。

調達

カルビー
アブラヤシ 
農園

搾油工場 精製工場
油脂 
加工工場

バリューチェーンの深化
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営業・販売生産・物流

  デジタルトランスフォーメーション
（DX）の活用により、生産性向上
に取り組む

将来的な労働人口の減少に伴う人手不足は、国内の生産・物流におけるリスクの

一つです。カルビーグループの生産・物流においては、お客様にいつでも安全・

安心で新鮮な商品を、安定的にお届けすることを第一に取り組みを進めています

が、中長期的には、現場での人手不足に対応し、安定的かつ効率的な体制を構

築するとともに、労働負荷軽減を実現し、生産性を向上させていく取り組みが重

要です。

　その事例の一つが、ポテトチップスの製造工程における馬鈴しょのトリミング作業

です。使用時期によって状態が異なる馬鈴しょは、熟練した人の手でないと扱いが

難しく、大半を手作業によって行っていますが、生産現場での働きやすさを実現す

べく、現在自動化を目指し、さまざまなアプローチを試みて実用化に向けた検討を

進めています。

　また、湖南工場のポテトチップスの製造ラインにおいて、AIの活用によるモデル

検証を行っています。具体的には、生産ラインの各設備からリアルタイムでデータ

が集積され、これを自動解析して加工設備へ最適なオペレーションをフィードバッ

クすることを目指しています。

  環境の変化に適応し、 
新たなパートナーシップを推進

  Eコマースの強化やギフト商品の
ラインアップ拡充に取り組み、 
顧客との接点を拡張

新型コロナウイルス感染症拡大により、営業の現場においても流通取引先との対

面商談の減少や、店頭プロモーションの中止など、変化をもたらしました。こうし

た環境の変化は、チャンスでもあると考えています。オンラインをベースとした商

談によって効率的にスケジュールを組み、今まで時間や距離の都合上、対面機会

の少なかった流通取引先の商談への参加など、細やかなフォローが可能となりまし

た。「顧客起点」の考え方に基づき、常に外部環境の変化を先取りした最適な提

案に取り組み、流通取引先との戦略的パートナーシップの維持・向上に努めてい

ます。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響も加わり、日本国内においてもEコマース

の需要が高まっています。こうした変化を捉え、「フルグラ」を中心に限定商品

のラインアップの拡充など販売を強化し、Eコマースの強化に取り組みました。 

売上高におけるEコマースの比率は年々高まっており、今後も成長が見込まれて

います。

　また、インバウンド需要や国内旅行者の減少により、空港や駅、アンテナショッ

プ（直販店）などにおける土産用商品の販売は厳しい状況が継続していますが、新

型コロナウイルス感染症の収束後、中長期的には土産用商品の拡大が見込まれ

ており、商品のラインアップの拡充を進めていきます。

公式オンラインショップ「カルビー マルシェ」

バリューチェーンの深化
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Q  中期経営計画（2020年3月期～2024年3月期）の進捗状況を 
教えてください。

中期経営計画の進捗においては、昨年からの新型コロナウイルス感染症拡大による影響を大きく受

けています。

　特に国内スナック事業のインバウンド需要やギフトなどの顧客接点の多様化と拡張というテーマ

については、国内市場での土産用商品の需要が大幅に落ち込んでいます。この高付加価値の土産

用商品の減収が、国内営業利益率の伸び悩みに大きく影響しています。今後は新型コロナウイルス

感染症拡大の収束による市場回復のタイミングを見計らって、新たな商品を投入し、新たな販売機会

の開拓にも注力していきたい考えです。

　一方で、海外においては、巣ごもり需要による好影響もあり、北米、中華圏、英国を中心に事業が 

拡大しました。巣ごもり需要で出会えたお客様に引き続きおいしい食体験を継続して提供できるよう、

新商品の導入、プロモーションを実施してまいります。

　新規事業においては、2020年4月に（株）ポテトかいつかを買収したことにより、甘しょ事業が事業

ポートフォリオに加わり、一つの新たな事業基盤を得ることができました。今後、馬鈴しょ事業とのシナ

ジーを一層強化していきたいと考えています。

CFOメッセージ
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2016.32015.3

長期ビジョンの実現に向けて、 
成長分野への投資を進める

専務取締役 兼 CFO　 

菊地 耕一

カルビーグループは、2030年の目指す姿として「海外市場と新たな食領域を、成長の軸として確立する」こと

を掲げ、そのマイルストーンとして2024年3月期までの5ヵ年の中期経営計画を推進しています。中期経営計

画では、変革と挑戦による持続的な成長を実現すべく、海外のさらなる収益拡大と新たな食領域の事業確立

などの成長分野への積極的な投資を行っていきます。同時に、継続的な株主還元も拡充し、株主価値の向

上を図ります。

中期経営計画 基本方針

次世代へ続く成長への変革と挑戦

中期経営計画 経営目標 （2024年3月期）

 非財務指標 

製品食塩相当量 20%削減

タンパク質の多い商品  
売上構成比 10%

フードコミュニケーション  
参加者数 累計40万人

国産馬鈴しょ調達量 40万トン
製品フードロス 20%削減

温室効果ガス 
総排出量（2030年） 30%削減

女性管理職比率 30%超

6つの重点課題

 財務指標 
連結売上高  3,100億円
連結営業利益  400億円 
（営業利益率 13%）

国内営業利益率  15%

海外売上高 800億円 
（海外売上高比率  25%）

ROE  12%

01 国内既存事業　 新たな価値の創出と高収益の実現

03 新規事業　新たな食領域での事業確立
05 社会共創　持続可能社会の実現

06 ペプシコとの連携　国内、海外でペプシコとの連携強化

04 経営基盤　 グローバル経営と持続的成長を支える 
基盤への変革

02 海外事業　重点4地域での収益基盤確立
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Q  CFOとしてのご自身の役割をどのように考えていますか。

CFOはCEOの描く成長戦略に対して、事業のバランスを取りつつ、ゴールの実現に向けてサポートす

ることが役割だと思っています。そのために、常に足元の業績をコントロールしながら、中長期的な成

長に向けて取るべきアクションを提案しています。

Q  成長分野への投資方針と内容はどのようなものでしょうか。

安定した営業キャッシュ・フローを原資に、新たな事業基盤の確立のための成長領域へ資金を投下してい

く方針です。過去2年間では、北米のスナック菓子事業のポートフォリオ拡大のためWarnock社を買収し、

国内では新たな食領域への参入を目的に、甘しょ事業を営む（株）ポテトかいつかを買収しました。いずれ

も、取得した事業の成長に加えて、カルビーグループとのシナジーが発揮できることを期待しています。

　国内既存事業の高収益化の実現、デジタルトランスフォーメーション（DX）推進、新たな食領域の開

拓など、長期的な視野での成長投資機会を検討していきます。

Q  成長分野への投資を進めるにあたり、 
投資後の事業評価の考え方を教えてください。

事業の集中と選択の考えの下、これまでも、ベーカリー事業、販促物の制作・販売事業の撤退や、スペ

インやフィリピン、台湾などの海外子会社の清算などを行ってきました。これは、市場の特性や当初想

定していたシナリオが変わった時に事業ポートフォリオの見直しを行ったものです。

　このように、撤退や当該事業を活用できる事業体への譲渡などさまざまな選択肢を検討していきます。

Q  今後、国内既存事業の基盤強化には 
どのような投資が必要でしょうか。

現在、カルビーグループとして国内最大規模の工場となる新広島工場の建設を計画中です。新広島

工場では、既存施設の老朽化への対応に加え、商品需要の拡大や労働力不足に対応すべく、設備の

自動化や生産効率の向上を進めます。新工場は、最新鋭マザー工場として、全国の工場にも展開する

ことで、グループ全体の競争力向上を目指していきます。

Q  持続的な成長に向けて、 
事業ごとの目標と重視するKPIを教えてください。

国内既存事業では、「新たな価値の創出と高収益の実現」に向けて、営業利益率15%を目標値に掲げ

ています。この進捗をモニタリングする指標として、「高付加価値商品の構成比の拡大」「生産工程の

自動化による原価率の低減」「流通取引先との戦略的パートナーシップの強化による販売費の効率化」

を設定しています。

　海外事業においては、海外売上高800億円を目標値に掲げ、重点4地域に定めた北米、中華圏、英

国、インドネシアを中心に、商品ラインアップの拡充と販売チャネルの拡大を行っていきます。

Q  株主還元についてのお考えを聞かせてください。

株主還元については経営の重要課題の一つとして認識しており、1株当たり配当金、連結配当性向と

ともに着実に上昇させてきました。中期経営計画では、連結配当性向40%以上を目標値としています。

収益性の向上や財務体質の強化を図りながら、利益還元を拡充していく方針です。

1株当たり配当金・連結配当性向

成長投資については、新規事業基盤の獲得や事業拡大のためのM&Aなど、長期的な視野で投資

機会を検討していきます。基本的には、安定した営業キャッシュフローから創出されたキャッシュと
手元資金を原資としますが、優良な投資案件があれば、機動的な資金調達も検討します。
　2019年10月には、北米におけるスナック菓子の商品開発力の強化とポートフォリオ拡大のために、

米国の製菓会社Warnock Food Products, Inc.を74億円で取得しました。また、2020年4月には、

新たな食領域として甘しょ事業へ参入するために、さつまいもの加工卸売事業および焼き芋等の直営
販売事業を行う株式会社ポテトかいつかを138億円で取得しました。

　また、投資案件の実行にあたっては、資本コストを目安にハードルレートを設定し、投資審査会

において事前審議を行い、経営委員会で決議します。一定規模以上の案件を実行する際は、過半

数の社外取締役で構成される取締役会において決議するなど、ガバナンス体制を整えています。

（%）
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株主還元については経営の重要課題のひとつとして認識ており、収益性の向上や財務体質の

強化を図りながら、1株あたり配当額、連結配当性向ともに着実に上昇させてきました。中期

経営計画では連結配当性向40%以上を目標値として、積極的な成長投資と同時に継続的か

つ発展的な利益還元を行っていく方針です。なお、自己株式取得に関しては、配当の充実を

優先としながら、市場環境等を鑑みて機動的に対応する考えです。

 営業キャッシュフロー　  海外設備投資　  国内設備投資

 配当額（円）　  連結配当性向（%）
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5カ年平均（目標）
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  国内既存事業の 

高収益実現に向けた投資

  成長領域に向けた投資

  株主還元

営業キャッシュフローと設備投資・配当

配当（1株当たり年間配当と配当性向）

カルビーグループの国内営業利益率は年々改善しており、2020年3月期には12.7%まで高めてき

ました。この背景には、過去は国内工場の稼働状況に余力があり、生産数量を拡大することで
生産性の改善に繋がり、結果として利益率の改善を実現してきたことが挙げられます。しかしなが
ら、現在、主なスナック製造ラインは常時80%を超えておりフル稼働に近く、既存のラインにお

いてこれ以上生産数量を拡大することは不可能な状況です。また、この高稼働率の状態は、短

期的には高い利益率を生み出しますが、急な事業環境の変化に対応できず機会損失が発生し

たり、新規の事業展開等の中長期的な課題への取組みを阻害したりするリスクが生じています。

　今後も高い需要に応えていくために、サプライチェーンマネジメントの連携強化やラインの自

動化・省人化等の労働負荷軽減に向けた投資を始めとした、中長期的な視点での投資を実施

することで、早期に次世代型の事業基盤への転換を図り、さらなる利益率の向上を行ってまい

ります。

国内営業利益率
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成長投資 
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Calbee North America 

事業譲受

2018  

Seabrook事業買収

2021.3-2024.3計画  

成長投資800億円程度
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Warnock事業買収
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キャッシュフロー配分（計画）  
2021.3－2024.3

営業キャッシュフロー　299億円／年程度
設備投資　120億円／年程度
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財務戦略

持続的成長を支える経営基盤

 1株当たり配当金（円）　  連結配当性向（%）
（目標）

2018.32017.3 2019.3 2020.3 2021.3 2024.3

42

30.2
32.4

33.0

38.1 37.8

42

48
50 50

キャッシュ・フロー配分の考え方 （2020年3月期～2024年3月期の5カ年）

2021年3月期実績

営業キャッシュ・フロー 

1,600億円程度

営業キャッシュ・フロー 

305億円

手元資金

200億円程度

設備投資

600億円程度

設備投資

112億円

成長投資

800億円程度

成長投資

133億円

株主還元

400億円程度

株主還元

67億円

既存事業の持続的成長・生産性向上、 
海外生産体制強化に向けた投資

「ポテトデラックス」などの 
新価値商品への投資

長期的視野に基づき、新規事業、DX推進、
M&Aなど成長基盤の獲得に投資

（株）ポテトかいつか株式取得

 配当性向40%以上を目指し、継続的な利益
還元を推進

CFOメッセージ
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2019.3 2021.3 2030

+1.4
+0.6

–30%

2020.3

2019.3 2021.3 2024.3

–20%

+74%

–20%

2020.3

財務・非財務ハイライト
 タンパク質の多い商品※2売上構成比

栄養バランスを意識したカラダ想いの商品づくりを推進し

ています。

 製品食塩相当量（2019年3月期比）※1

健やかさに配慮した商品の提供を目指し、塩分量の削減

に取り組んでいます。

  フードコミュニケーション※3参加者数 
（2019年3月期以降の累計）

健やかなくらしを支える「食」「健康」「環境」を楽しく理解

する場を提供しています。

2019.3 2021.3 2024.3

-1.8%
-5.4%

–20%

2020.3

2020.3 2021.3 2024.3

107,71477,316

2020.3 2021.3 2024.3

4.1 4.8

10%

（注）  製品フードロス削減目標および実績は（株）ポテトかいつかを除くカルビー国
内グループを対象、温室効果ガス削減目標および実績はカルビー（株）およ
びカルビーポテト（株）帯広工場を対象、その他の指標はカルビー（株）を対象 

※1  販売した全商品重量に占める販売した全商品の塩分含有量 
※2  総エネルギー摂取量に占めるタンパク質の構成比が13%以上のもの 
※3  カルビー・スナックスクール、工場見学などの食育活動 

（%）

（人）

（中期経営計画目標）（基準年）

（基準年）

（中期経営計画目標）

累計5ヵ年

40万人

（中期経営計画目標）

（%）

2017.3 2018.3 2019.3 2020.3 2021.3

28,841

26,964
27,664

252,420 251,575 248,655 255,938 266,745

27,064

26,828

連結売上高

 266,745百万円

 連結売上高・連結営業利益  国内営業利益率  海外売上高 

 11.6%

 連結売上高　  連結営業利益

28,978
33,801

40,461
45,468

53,106

2021.32018.3 2019.3 2020.32017.3

（百万円） （百万円）（％）

連結営業利益

 27,064百万円

 53,106百万円

11.6

12.5

13.0 13.0
12.7

2021.32018.3 2019.3 2020.32017.3

 ROE  キャッシュ・フロー   連結配当性向

 10.4%

 営業CF　  投資CF　  財務CF  1株当たり配当金（円）　  連結配当性向（%）　

（百万円）

営業CF 30,450百万円
 37.8%投資CF △32,069百万円

財務CF △7,635百万円

14.9

13.0 13.2

11.1

10.4

2021.32018.3 2019.3 2020.32017.3

（％）

30.2

42

32.4

42

33.0

48

38.1 37.8

50 50

2021.32018.3 2019.3 2020.32017.3

25,958

9,358

27,620

40,449

30,450

(14,711)

(13,404)
(5,450)

(6,258) (6,227)

(28,347)

(6,278)
(7,635)

(13,462)

(32,069)
2021.32018.3 2019.3 2020.32017.3

主に期末が銀行 
休業日の影響

 温室効果ガス総排出量（2019年3月期比）

脱炭素社会の実現に向けて、温室効果ガス排出量の削減

に取り組んでいます。

 国産馬鈴しょ調達量（年間）

国内農業の維持・活性化への貢献と、国内馬鈴しょの安定的

な調達に努めています。

0

19

38

57

76

95

2024.3/2021.3/2020.3/

2020.3 2021.3 2024.3

34.237.3
（万トン）

（%）

（中期経営計画目標）

（目標）（基準年）

 女性管理職比率

多様な人財活躍に向けて、女性管理職比率30%超を目指

しています。

 製品フードロス（2019年3月期比）

限りある資源を活用し、循環型社会の実現を目指し、フー

ドロス削減に取り組んでいます。

30%
21.820.4

（%）

（%）

（中期経営計画目標）

（中期経営計画目標）
2024.32021.42020.4

Scope1：2.3%削減　Scope2：17.3%削減　 

Scope3：4.7%増加

40万トン

超
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 詳細なESGデータについては、WEBサイトをご参照ください。　  https://www.calbee.co.jp/sustainability/esg-data.php


