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１．サステナビリティ方針

三菱食品グループは、企業理念である「三綱領」の考えを基本に、持続
可能な社会を支える企業として、社会課題の解決・社会的責任の遂行を
重視したサステナビリティ経営を行うべく、サステナビリティ方針を下
記の通り定めております。

サステナビリティ方針

私たち三菱食品グループ※は、食のビジネスを通じて持続可能な社会の実現を目指し、

１．地球環境の保護を含む社会課題の解決と、持続可能な社会の実現に貢献することで、

三菱食品グループに係る全ての人々の人生を豊かにしていきます。

２．人権および多様な価値観・個性を尊重します。

３．社員を最大の財産と考え、社員の健康、安全で快適な労働環境の実現、多様な働

き方を尊重することで、ワークとライフの充実と個人の能力開発を促進します。

４．国際ルールや関連する法令を遵守するとともに、公正で透明な企業統治を行いま

す。

５．ステークホルダーとの対話を積極的に行うとともに、企業情報を適時・適切に開

示します。

６．生活の基盤となる食のライフラインを担う企業として、食の安全・安心・安定供

給を常に維持するため、社会や環境を意識したサプライチェーンを構築します。

７．日本や世界各地域の豊かな食文化を育むことを通じて、すべての人が健康に暮ら

せる環境づくりに貢献します。

８．社会の課題・ニーズの変化に対応した、社会貢献活動を継続していきます。

※三菱食品グループ：三菱食品株式会社およびすべての子会社
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２．サステナビリティ重点課題と2030年目標

三菱食品グループでは、2030年目標を以下のとおり策定しております。
今後も目標達成を通じ社会課題の解決に向けて取り組んで参ります。

重点課題 活動テーマ 新2030年目標

環境 環境に配慮した
サプライチェーンの実現
（CO2排出量削減）

2050年カーボンニュートラルの実現
に向け、CO2排出量※を2016年度対
比60％削減します。

食品廃棄物の削減や活用 食品廃棄量を2016年度対比50％削減
します。

環境に配慮した製品の活用 プラスチック資源循環を推進し、環境
に配慮した製品を活用します。

地域・暮らし サプライチェーン全体の品質向上 強靭で持続可能なサプライチェーンを
構築します。

安定した物流の提供

食を通じた地域振興と
地域コミュニティの活性化

地域課題の解決と
地域貢献に資する商品・サービスの創
出／拡充を行います。

健康 日本の健康寿命延伸と
貧困・飢餓の撲滅

健康課題の解決と
健康に資する商品・サービスの創出／
拡充を行います。

価値創造の基盤 全社員が活躍できる労働環境整備
・人権の尊重
・ダイバーシティの推進
・適正な労働環境の整備
・社員の健康増進
・人財開発・人財確保

個性を尊重し、能力、適性を活かし
健康的に活躍できる組織風土の醸成と
エンゲージメントの向上を実現します。

コーポレートガバナンス体制の充実
・コンプライアンス
・リスクマネジメント
・財務基盤の強化

※Scope1（事業者自らによる温室効果ガスの直接排出）及びScope2（他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に
伴う間接排出）による排出量
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3．環境 Environment

環境基本方針

三菱食品グループは暮らしの確かさと社会の豊かさを守り、未来へ手
渡すために、食流通の最適化に取り組み、環境の保全に努めるととも
に、持続可能な社会の実現を目指します。

環境への取り組み

当社グループは、環境基本方針を掲げ人々の健康に資する企業として
環境保全に取り組んでおります。また、中期経営計画2023にて 「食
のビジネスを通じた持続可能な社会の実現に貢献する」ことをパーパ
スに掲げ、サステナビリティ重点課題の一つとして環境に配慮した事
業推進を取り上げております。その一環として地球温暖化を防止し循
環型社会を形成していくために、温室効果ガスの削減やリサイクルの
推進等を行っております。

気候変動に関する対応について
気候変動の影響は年々深刻化しており、環境・社会及び人々の生活･企
業活動にも大きな影響を及ぼしております。2015年に採択された「パ
リ協定 」により世界全体で温室効果ガス削減に取り組む中、当社グ
ループは2050年カーボンニュートラルを目指します。

当社グループの主な事業において、全国に多くの物流センターを有し
ており、物流センター運営上必要な電気使用に伴う CO２排出が地球環
境に大きな影響をもたらすと認識しております。一方、物流センター
が事業運営の根幹を成すものであることから、相応規模の物流網は必
要不可欠であります。
この認識のもと、電力量の削減を図ると共に、2021年度より環境配慮
型車両の試験導入、2022年度より自社契約の電力調達を環境配慮型電
力に切り替えるなど各施策を展開中であり、2030年度迄に2016年度
対比 CO2 排出量※ 60 ％削減、2050年のカーボンニュートラルへ向
け取り組んで参ります。

また、TCFD （金融安定理事会の気候関連財務情報開示タスクフォー
ス）提言に賛同し、TCFDに沿った情報開示の拡充にも努めております。

※Scope1（事業者自らによる温室効果ガスの直接排出）及びScope2（他社から供給された電気、熱・蒸気の
使用に伴う間接排出）による排出量
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エネルギー使用について

（全般）
当社では、「三菱食品サプライチェーンマネジメントガイドライン」
項目➉（P.15～p.17参照）において、地球環境への配慮として次の方針を
定めております。

➉地球環境への配慮
事業の遂行に際しては、地域社会及び生態系への影響にも考慮し、地球環
境の保全に努める。特にエネルギー使用効率・温室効果ガス排出を含む
気候変動課題・資源の有効活用・廃棄物削減 ・大気や土壌、河川及び海の
汚染・水使用に配慮する。

さらに、当社は特定事業者/特定荷主として指定されており、報告の義務が
生じています。
また、当社から排出されるScope1及びScope2は日本国内からである
ため、当社は日本の温室効果ガス排出量の削減やエネルギー使用量の削減
に関する法規制を遵守し、支持しています。
具体的には 「地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法）」や「エネル
ギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ法 ）」といった日本の事業者
を対象に、温室効果ガス排出量やエネルギー使用量の削減及びその排出量
・使用量の報告を求める法律に関し、削減活動の実施や適切な報告を行っ
ています。
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■デジタル技術を活用した需要予測の取り組み

（食品廃棄）
食品廃棄削減 2030年目標：2016年度対比▲50％

日本では年間1兆円ともいわれる食品廃棄物が発生し、その削減は食品
流通業界にとって至上命題であります。この認識のもと、取引先様とは、
相互協力のもと店頭で商品を売り切る取り組みの推進、納品期限や基準
の緩和など商習慣の見直しの実施等、サプライチェーン全体で食品廃棄
物削減の取り組みを推進しております。更に当社では、AＩによる需要
予測を活用した在庫最適化ソリューションを2022年2月より一部取引先
様向けセンター発注業務に導入し、余剰在庫量※1約3割の削減を進めて
おります。

また、食品廃棄物が生じた場合には、食品廃棄物を食品循環資源として
捉え、出来る限りリサイクル化（肥料化・飼料化等）を実施しておりま
す。具体的には、食品リサイクルに当たっては、農林水産省指定の「登
録再生利用事業者一覧表※2」や管轄する地方自治体（条例含む）の
情報等も参考に、然るべきリサイクル業者と処理委託契約を締結してお
り、今後も更なるリサイクル率の向上を目指して参ります。

※1商品販売終了時に物流センターに残った在庫量

※2農林水産省HP参照：https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/161227_7.html

廃棄物の対応について

（全般）
事業活動に伴う廃棄物の発生抑制と削減に努め、廃棄する場合は、廃棄
物処理法に則り、汚染等を起こさないよう適切に保管管理しております。
また、プラスチック資源循環促進法の施行に伴い、特に物流センター等で
多く発生するプラスチック類の廃棄は、資源循環を視野に入れた取り組み
を一層強化させ、環境への負荷を考慮し廃棄物処理委託契約はリサイクル
を優先する契約へ積極的に切り替えております。今後も資源の有効活用及
び汚染防止を含む環境負荷低減を行い､地球環境の保護に貢献いたします。

メーカー 食品卸（当社） 小売業

物流コストの発生

機会ロスを
回避する過剰生産

欠品回避を重視した
過剰在庫の保有

機会ロスを
回避する過剰仕入

AI活用により、小売業、卸、メーカーの在庫、受発注等、企業内や
企業間のデータ（販売量･出荷量･生産量等）と気象予測情報等の外
部データを起点とした「需要予測による適正在庫化」「発注自動化｣
のシステムを段階的に導入。これにより､業界全体の無駄を無くし､
流通の最適化と食品ロスの削減を目指します。

現状課題 食品流通全体で過剰な在庫の積み上げと食品ロスの発生

物流コストの発生

新たな
取り組み

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/161227_7.html
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資源利用について

三菱食品では、当社オリジナル商品や一部の得意先向け開発商品におい
て、プラスチック使用量の削減に努めております。
また、資源の有効活用の為、不要となったダンボール等は再利用となる
ようリサイクル業者との契約を進めております。2020年12月から本社
のコピー用紙を全て古紙パルプ100％の再生紙に切り替えており、各支
社においても順次再生紙への変更を推進しております。

■環境配慮型商品の開発
当社オリジナル商品や当社が総販売代理店として販売する商品におい
ては、資源の枯渇や環境汚染といった課題を踏まえ、簡易包装商品や
軽量化等、環境配慮型商品の開発に順次取り組んでおります。

榮太樓 ひとくち羊羹
紙パッケージ

■包装資材に関する社内勉強会の開催
食品には多くのプラスチック包材が使用されていることから、包材資
材メーカー様によるオンライン勉強会（全3回）を開催しております。
今後の商品開発に活かすべく、基礎知識から環境配慮型包材の種類等、
知見を習得する機会を継続的に設けております。

【2021年度テーマ】

●第1回：ラミネートフィルムができるまで
●第2回：各種フィルムの特徴、トレーについて
●第3回：電子レンジ包材、冷凍食品、環境対応包材等

Barilla 紙パッケージ
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取引先様・関係団体との取り組み

1. 気候変動への取り組み
グループの主要事業会社である三菱食品(株)は「一般社団法人 日本
加工食品卸協会（日食恊）」に加盟しています。加工食品卸売業界の
環境問題対応への姿勢を当協会の各会員企業が再認識し、その対応能
力を高めるため、また、加工食品卸売業界が環境対応産業化している
ことを業界内外に示すために、加工食品卸売業としての環境問題対応
指針を制定し、各会員企業はこれに沿った活動を行っています。
この指針は、対象企業全体が環境問題対応を行う際の目安であり、考
え方を表すものです。本協会では研究テーマとして「省エネルギー推
進とCO2排出量削減」、「プラスチック廃棄物削減（資源の有効活
用）」「食品ロスへの対応」として定め定期的に各分科会を開催・研
究を行っています。

本協会役員には加盟する主要会員企業から専任された者が就任してお
り、代表理事・副会長職として三菱食品社長が就任、理事・政策委員
長として三菱食品取締役常務執行役員がそれぞれ就任していることか
ら、イニシアチブを発揮できる状況にあります。
よって当社としても、業界団体の指針を踏まえながら当社グループ戦
略を遂行しています。
また、同協会にて進める「サステナビリティ研究会」傘下に「環境問
題分科会」と「SDGs分科会」が設置されており、両分科会ともに三
菱食品社員が中心メンバーとして参画しています。「環境問題分科
会」では、「脱炭素社会の実現」、「線形経済から循環経済への転
換」を基本方針とし、省エネルギー推進と CO2排出量削減、プラス
チック廃棄物削減、食品ロス削減のテーマについて調査・研究を行っ
ています。「SDGs分科会」では、広範なSDGs関連テーマの情報共
有を行い、業界内へのサステナビリティ・SDGsに関する啓蒙や協業
できる取組みを検討しています。

また、三菱食品グループ内においては、気候変動に関する協働活動を
計画・実施する際に、全従業員が確認できるように、ホームページ、
社内イントラネットへの掲載、社内報やe-ラーニングでの周知を行っ
ています。尚、実施されている活動がグループ戦略と沿う内容になっ
ているかを確認するため、サステナビリティグループが主管となり定
期的にモニタリングを実施しております。
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2. 食品廃棄量削減への取り組み
食品廃棄量削減のため、サプライヤー（メーカー）様や小売業様と広
く商習慣の見直しを進めております。賞味期間が短くなった商品につ
いてサプライヤー（メーカー）様や小売業様と協議し販売方法等を検
討し食品廃棄量削減に努めております。

農林水産省補助事業『食品ロス削減のための商習慣検討ワーキング
チーム』に参画し製配販でフードチェーン全体の解決すべき課題につ
いて検討しております。

東京都食品ロス削減パートナーシップ会議にメンバーとして参画する
ことで食品ロス削減に向けた提言書を東京都に提出すると共に、業界
を超えた食品ロス削減の実現に向けた活動をしております。
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4.社会 Social

社員の尊重

三菱食品グループの最大の財産は人財であり、社員の多様性や個性を尊
重し、法令遵守に留まらず、一人ひとりが能力を発揮し、最大限に活躍
できる職場環境づくりを行っております。

1. 人権侵害・差別的取扱いの禁止

関連する法令を遵守し、人権侵害並びにあらゆる差別的取扱いを禁止し
ております。

① 信条、宗教、国籍、性別、年齢、出身、心身の障害、病気、性的指
向、性自認等事由のいかんを問わず差別をしない

② すべての社員をその自由意思において雇用し、また社員に強制的な
労働を行わない

③ 最低就業年齢に満たない児童対象者を雇用せず、また児童の発達を
損なうような就労をさせない

2. 適正な賃金の支払い

法定最低賃金以上の給与を設定し、適正な賃金の支払いを行っておりま
す。

3. 結社の自由・団体交渉権の尊重

労働組合の団結権と団体交渉権を尊重し、健全な労使関係の維持に努め
ております。

① 賃金・待遇及び労働環境の改善に関する団体交渉の実施

② 労働組合と経営幹部による定期的な労使懇談会の実施

4. 労働安全衛生

① 労働安全衛生に関連する法令を遵守します。

② 当社本社及び各支社においては、月に1度、衛生委員会を開催し、労
使一体となり職場環境の改善に努めると共に、それぞれの職場にお
いて社員の安全・健康を確保し、安心して働ける職場環境を整備し
ております。また、その他の事業所においても、社員のけがなど労
働災害の未然防止に努めております。
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５. 労働問題への方針・取組

テーマテーマ 取組

児童労働の
防止

当社では18歳以上の方を採用対象としております。

強制労働の
防止

当社では人財の採用にあたって、必ず応募者からの申込を前提としてお
り、１回以上の選考を経て採用しております。また、入社頂く際には労
働条件を提示し、応募者との合意のもと、雇用を開始しております

生活賃金の
支援

当社では国の定める最低賃金を遵守しています。また、給与は物価水
準及び生活様式を踏まえて、実際に生活可能な額となるよう設定して
います。

従業員の代
表との対話

労働組合の代表が経営層に各種の改善提案ができる労使懇談会を
年に複数回実施しています。労使懇談会は、本社だけでなく、労働組
合の支部毎に本部長・支社長と各支部の労働組合員との間において
も実施しています。
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ダイバーシティの推進

三菱食品グループでは社員の多様性や個性を尊重し、それぞれの力を発
揮し、最大限に活躍できる職場環境づくりと、互いに認め合う組織風土
の醸成を行っております。

1. ジェンダーに関する方針

① 新卒社員及び女性社員の割合
性別や国籍等に関わらず、優秀な人財を採用する方針のもと採用活
動を実施をしております。

② 女性管理職の登用
当社は女性管理職の割合を2030年度には10％とすることを目標と
しております。

2. 多様性の確保

① 中途採用の実施
当社は中長期的に当社を支える人財と高度なスキルや専門性を有す
る人財の確保を目的とし、今後も積極的な中途採用を継続し、各年
度の採用者数に占める中途採用者数は20％以上を目標としておりま
す。

② 外国籍社員の雇用
三綱領の考えのもと、人権尊重の理念に従い共生社会の構築を進め
ていくことを目的に「外国人の受入れに関する基本方針」を定めて
おります。
※2022年4月時点の当社における外国籍社員：10名（内、管理職1名）

③ 障がい者雇用
法定雇用率を満たすよう継続的な採用と定着支援を実施し、特性を
活かし、活躍できる環境を提供しております。

④ 研修の実施
当社はダイバーシティ教育の推進に向け、外部講師を招いたセミ
ナー等を実施しております。
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ハラスメントへの対応

三菱食品グループでは人権を尊重し、差別・ハラスメントを行わないこ
とを「コンプライアンス行動指針」に定め、社員が互いに尊重しあう職
場環境づくりに取り組んでおります。また、ハラスメントに対処するた
め、次のような措置をとっております。

１．ハラスメント研修の実施
全ての役職員に対し、コンプライアンス教育を定期的に行い、コンプ
ライアンス意識向上のための啓発を行っております。
また、管理職に向けては、ハラスメント防止やいじめ・ハラスメント
に関する報告への対応や事案の取扱いに関する研修を行うことで、ハ
ラスメントの無い職場環境の構築を目指しております。

２．相談窓口の設置
ハラスメントやいじめ等のコンプライアンスに関する相談窓口を社内
外に設置し、社員が相談できるよう環境整備を行っております。いず
れの窓口においても相談や協力したことで不利益を被らないように十
分配慮しております。

ワーク・ライフ・バランスの推進

当社では社員のワーク・ライフ・バランスや健康維持・増進に配慮し、
過重労働を抑制し、時間外労働を低減することを労務管理の基本方針と
し、社員が健康で充実した働き方ができるよう、社員の働きやすい環境
の整備を進めております。

１．休暇取得の促進及び過重労働の是正
有給休暇やワークライフ・バランス推進休暇※の取得を推進するとと
もに、法令や36協定を遵守し、業務の効率化等による時間外労働の削
減や過重労働の防止に向け、啓蒙活動と実態調査を継続的に実施して

おります。
※法定外有給休暇として、育児・介護休暇、ボランティア休暇として利用可能

２．働き方改革への取り組み
2019年よりテレワーク制度を導入し、働く場所の選択肢を広げると
共に、2020年よりフレックスタイム制度を導入し、働く時間の選択
肢を広げ、社員の自律的行動を促し、生産性向上を図っております。
今後も職場環境の整備と制度の充実を図って参ります。

３．健康増進への取り組み
健康に関する各種イベント・セミナー等を実施し、役職員の心身の健
康保持・増進、社員の働きやすい環境づくりに取り組んでおります。
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人財育成の取り組み

三菱食品では、各職場でのOJTを基本としながら、計画的な配置（異
動）により社員に多様な経験を積ませると共に、体系的な研修を連動さ
せ人財の育成を図るなど、社員の自律的なキャリアアップのための施策
を講じております。今後は人財要件を明確にし、人財育成施策の更なる
充実を図る予定です。

１．人財育成の方針
当社は、パーパス・ビジョンを実現するための求める人財像を「次世
代食品流通業へチャレンジする自律したプロ人財」と定義しておりま
す。社員に対し、公平な能力開発・能力発揮の機会を提供し、自ら高
い目標を掲げチャレンジする人財を積極的に育成・支援します。

２．デジタル人財基盤の構築
事業環境が大きく変化する中で持続的な成長を支えるために、当社で
はデジタル人財の育成を進め、中期経営計画2023期間中に全社員の2
割以上をデジタル人財として育成し、デジタル人財基盤の構築を進め
ております。

３．教育・研修体系
当社では「事業推進力」「社会人基礎力」「専門知識・スキル」「自
律的キャリア」の4つを教育・研修体系の柱としております。

① 事業を発展・成長させていく為に必要となるマネジメント強化や
経営者育成のための教育を実施する

② 社会人として必要な一般的な知識・スキルと社内ルールを習得す
る場を用意する

③ 業務に応じて必要な専門知識・スキルはOJTを通じて習得すると
共に、個別に教育の場を用意する

④ 自らキャリアを築く「自律的キャリア」のマインドと、自ら学び
続ける意識を醸成するための機会を設ける
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三菱食品サプライチェーンマネジメントガイドライン

当社は、企業理念である三綱領（所期奉公・処事公明・立業貿易）とと
もに、パーパスとして「食のビジネスを通じて持続可能な社会の実現に
貢献する」ことを掲げています。
「サステナビリティ方針」においても、人権の尊重、国際ルールや関連
する法令の遵守、地球環境の保護を含む社会課題の解決等を宣言してお
り、持続可能な社会の実現に向け最大限努力します。

1. 基本原則
食のビジネスを通じて持続可能な社会の実現に貢献するべく次世代食
品流通業への進化を図る三菱食品にとって、持続可能なサプライ
チェーンの確保は重要な課題の一つと認識しています。
三菱食品では、人権・労働問題・地球環境等への取り組みの方針とな
る「三菱食品サプライチェーンマネジメントガイドライン」を制定し
ました。三菱食品の基本的な考え方を全てのサプライヤーへ開示し、
以下に定める項目の理解と実践を求め、強靭でサステナブルなサプラ
イチェーンを目指します。

① 強制労働の禁止
全ての従業員をその自由意思において雇用し、また従業員に強制的な
労働を行わせない。

② 児童労働の禁止
最低就業年齢に満たない児童対象者を雇用せず、また児童の発達を損
なうような就労をさせてはならない。

③ 安全で衛生的かつ健康的な労働環境の提供
従業員に対して、安全で衛生的かつ健康的な労働環境の提供に努める。

④ 従業員の団結権および団体交渉権の尊重
労働環境や賃金水準等の労使間協議を実現する手段としての従業員の
団結権及び団体交渉権を尊重する。

⑤ 差別の禁止
雇用における差別をなくし、職場における機会均等と処遇における公
平の実現に努める。

社会課題の解決・社会的責任を重視したサステナビリティ経営を行うこ
とは、当社の責務と考えております。当社では、サプライヤーとの取引
過程においてもこの責務を果たす必要があると考え、サプラチェーン上
に於ける取引の考え方を示す、「三菱食品サプライチェーンマネジメン
トガイドライン」を以下の通り制定しております。
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⑥ 非人道的な扱いの禁止
従業員の人権を尊重し、虐待や各種のハラスメント（嫌がらせ）をは
じめとする過酷で非人道的な扱いを禁止する。

⑦ 適切な労働時間の管理
従業員の労働時間・休日・休暇を適切に管理し、過度な時間外労働を
禁止する。

⑧ 適切な賃金の確保
従業員には少なくとも法定最低賃金を遵守すると共に、生活賃金以上
の支払に努める。また、賃金の不当な減額を行わない。

⑨ 公正な取引と腐敗防止の徹底
国内外の関係法令を遵守し、公正な取引及び腐敗防止を徹底する。

⑩ 地球環境への配慮
事業の遂行に際しては、地域社会及び生態系への影響にも考慮し、地
球環境の保全に努める。特にエネルギー使用効率・温室効果ガス排出
を含む気候変動課題・資源の有効活用・廃棄物削減 ・大気や土壌、
河川及び海の汚染・水使用に配慮する。

⑪ 情報開示
上記に関する適時・適切な情報開示を行う。

2. モニタリング
本ガイドラインの遵守状況を把握するため、全てのサプライヤーとの
コミュニケーションに努めます。
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５. 遵守違反への対応
本ガイドラインに違反する事例が確認された場合には、対象となるサ
プライヤーに是正措置を求めるとともに、必要に応じて、サプライ
ヤーへの指導・支援を行います。

３.当社サプライチェーン上の人権・環境デューデリジェンス
当社では、持続可能なサプライチェーン・マネジメントの観点から、
2022年度にコンサルタントを起用し、当社のサプライヤーを対象と
して、人権・労働問題・地球環境等への取り組みの方針となる「三菱
食品サプライチェーンマネジメントガイドライン」の遵守状況につい
て調査（「サプライチェーンアンケート」）を実施しました。

調査対象とするサプライヤーはサプライチェーンへの影響度を勘案し、
国内の商品仕入先、商品製造委託先、物流業務委託先の内、夫々取引
金額の大きい上位数十社（合計105社）を選定しました。アンケート
調査では、「三菱食品サプライチェーンマネジメントガイドライン」
の内容に基づき従業員に対する強制労働・児童労働や差別の禁止、従
業員の団結権の尊重、環境保全、情報開示等を中心に、各サプライ
ヤーの属する業界特有の課題を洗い出し、リスク評価を行っています。
また、人権・環境デューデリジェンスの実効性を担保すべく、各サプ
ライヤーの回答結果を基に、課題を抱えるサプライヤーとともに改善
に取り組めるような仕組みの導入を検討しています。

４.サプライヤーとのコミュニケーション／エンゲージメント
サプライヤーに対しては、「三菱食品サプライチェーンマネジメント
ガイドライン」をホームページ上で公開し共有しています。また、当
社の契約書雛型※において、サプライヤーに本ガイドラインを遵守す
ることをお願いしています。さらに、上述の通り、サプライチェーン
アンケートを実施し、本ガイドラインへの遵守状況を含め、サプライ
ヤーの活動状況の確認を行っています。
※ 商品売買契約書、商品製造委託契約書、商品輸入契約書、物流業
務委託契約書
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消費者・取引先様への責任

三菱食品では、食品衛生法を遵守の上、食品の安全を確保した商品の取扱
いに努めております。
また、三菱食品オリジナル商品等について、食品表示法や景品表示法等の
法令を遵守し、消費者にわかりやすい食品表示に努める他、安全・安心な
商品を提供するため、以下の取り組みを行っております。

1. 商品表示の工夫
当社の菓子オリジナル商品「生活志向」では、食物アレルギー症状を
持つ方に迷いなく商品を選んでいただけるよう、商品の表面にアレル
ギー物質を「表」に表示いたしました。また、複雑で読みにくい食品
表示に使用される文字を大きくするとともに、ユニバーサルコミュニ
ケーションデザイン協会の「みんなの文字」を採用いたしました。尚、
この表示が評価され、ユニバーサルコミュニケーションデザイン協会
のUCDAアワード2021を受賞しております。

2．健康に配慮した商品の開発

当社では、現代における健康的な食生活の総合プロデュースを行うこ
とをコンセプトに、糖質コントロールや、たんぱく質摂取量を意識し
たオリジナル商品「からだシフト」シリーズといった、現代人の健康
に配慮した、バランスの良い食生活をサポートする商品の開発に取り
組んでおります。
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監査：136工場

（2022年度見込み）

3．製造委託先様への監査

三菱食品 品質管理グループにおいて、当社オリジナル商品等（開発
商品・輸入商品）の製造委託先様の工場を、独自に設定した８２の評
価項目に基づき調査し、事故の未然防止に努めております。

＜主なチェック内容＞
マネジメントシステム全般／衛生管理／製造管理／施設管理／
ハザード管理

5．卸業HACCPへの対応

当社は、食品衛生法改正により、HACCPに沿った衛生管理の取り組み
が全ての食品事業者に義務付けられたことをうけ、対象倉庫への調査を
実施すると共に、社内でもe-ラーニング等にて周知徹底を図っておりま
す。

当社は、グローバルサプライチェーンにおける食品の安全性向上、食品
安全システムの継続的改善の推進を目的として活動しているGFSI（世
界食品安全イニシアチブ）日本ローカルグループに加盟し、ステアリン
グコミッティメンバーとしての定例会議の参加やワーキンググループへ
の参画を通じて、GFSI推奨認証の普及を推進する官民連携活動や食の
サプライチェーン全体に対する食の安全プログラムの普及を推進してお
ります。
又、GFSIの認証を得た日本初の食品安全マネジメント規格とその認証
のしくみであるJFSを構築・運営している一般財団法人食品安全マネジ
メント協会(JFSM)に加盟し、食品安全マネジメントシステム（FSMS）
について情報を収集し、製造委託様への監査等に活かしながら、JFS規
格の普及を図っております。

6．関連団体への加盟

4．品質担当者会議の開催

当社は、当社オリジナル商品等の製造委託先様、当社子会社を対象とし
た品質管理に関するWebセミナーを開催。品質に関する有益な情報を提
供し、品質事故の未然防止、及び三菱食品ブランドの価値向上につなげ
る目的で年1回開催しております。
（2022年度参加企業数：183企業）
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地域社会の取り組み

三菱食品では、持続可能な社会の実現に向けた取り組みの一つとして、
食のビジネスを起点に、地域の生活者・取引先様の皆様と共に地域課題
の解決に向けた取り組みとして「地域貢献・地域創生プロジェクト」を
推進しています。

地域には隠れた商材・名産品があり、具体的な事例として、北海道では
道内経済の活性化を目的とする「道産プロジェクト」を推進し、全国の
食料自給率のアップと同時に北海道ブランドの価値をさらに高め、道内
経済の活性化につなげる取り組みを実施しております。
また、長崎県離島の食品産業育成・基盤整備・住民生活環境整備に関す
る事業を行う「離島振興地方創生協会」を通じ、離島の地域課題解決に
向けた取り組みも推進しています。

全国に拠点を持つ当社の強みを活かし、今後も各地域での食材発掘や地
域貢献に資する取り組みを積極的に進めてまいります。

また、地域における社会貢献活動の一環としては、本社所在地である東
京都文京区と支援団体が協力して取り組む、同区内の生活の厳しいこど
もの家支援活動「文京区こども宅食」に当社も2017年より参加しており、
当社オリジナル商品「リリー」のフルーツ缶詰を継続寄付しております。
この取り組みは、定期的に寄贈する食品を、支援を必要とする家庭と社
会（行政・支援団体等）を繋げるツールとし活用するものです。今後も、
食を通じた地域貢献の取り組みを推進して参ります。

■文京区こども宅食の運営体制

※文京区および支援団体はコンソーシアム形式で協働で運営しております。
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贈収賄/腐敗防止に関する企業方針

三菱食品グループは、コンプライアンスの遂行、監督を目的とし
てコンプライアンス行動指針を制定するとともに、以下の内容を
含む具体的な遵守事項をコンプライアンス行動指針の細則や社内
規程に定め、コンプライアンス遵守及び贈収賄・腐敗防止の徹底
に努めております。
◼ 社会通念上、不相当な接待・贈答の禁止
◼ 業務上の地位を利用して金品その他の利益を得ること、私利

又は第三者の利得を図ることの禁止

【コンプライアンス行動指針(抜粋)】
役職員は、三綱領を念頭において事業活動を行うとともに、具体
的な業務遂行に当たっては、すべての法令及びその精神並びに社
内諸規程を遵守し、三菱を冠する企業の一員としての自覚と誇り
を常に持ち、社会的良識をもった責任ある行動をとる。
（全文はこちらをご参照下さい）

当社の贈収賄／腐敗防止に関する取り組みや取締役会における監
督体制は以下のとおりです。

１．贈収賄/腐敗防止への取り組み

① 贈賄防止規程を制定し、公務員等に対する不正な利益供与を
禁止した上で、贈賄防止を目的とした体制・ルールを規定し、
運用しております。また、同規程では腐敗防止の観点におい
て、代理店等の起用に当たっては、その適格性、役務と対価

の妥当性等につき精査を行い、適切な社内手続を実施するよ
う定めております。

② コンプライアンスや贈賄防止に関して、新入社員研修、役職者
研修及び全役職者を対象としたe-ラーニングを実施しています。

③ 当社はコンプライアンス上の内部通報窓口として、社内及び
社外の相談窓口を設置しております。通報は匿名でも受付け
ており、本人が了承しない限り氏名所属を伏せたまま対応し、
また通報したことを理由に不利益な扱いを一切しないことを
定めております。受付けた内容は関係者を限定して情報を共
有し、事実関係の調査、是正に取り組んでおります。

④ 当社は政治献金を行っておりません。

https://www.mitsubishi-shokuhin.com/corporate/compliance.html


22

当社は、コンプライアンス行動指針に基づき、取締役である
コンプライアンス担当役員が委員長を務めるコンプライアン
ス委員会を設置・運営しております。コンプライアンス委員
会は、コンプライアンス事案・対応状況の確認、コンプライ
アンス上の重要事項に関する経営層への報告等を実施してお
り、取締役会に対して年に1回、社長を含む役付執行役員及
び常勤監査役で構成される経営会議に対して年に2回、活動
状況を報告しております。
（体制図はこちらをご参照下さい）

２．取締役会における監督体制

https://www.mitsubishi-shokuhin.com/corporate/decision/approach.html
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ESGデータ（環境）

対象事業者 単位 2019年度 2020年度 2021年度
2022年度
（見込み）

2025年度
（目標）

三菱食品単体及び
一部国内子会社※2 t-CO2e 76,561 73,407 68,013 44,000 42,000

Scope1 t-CO2e 15,916 15,903 14,679 14,700 ー

Scope2 t-CO2e 60,645 57,504 53,334 29,300 ー

項目 単位 2019年度 2020年度 2021年度

エネルギー総使用量 GJ 1,554,448 1,585,066 1,519,577

電気 Kwh 143,331,979 147,376,133 140,564,191

揮発油（ガソリン） L 464,877 347,075 272,380

灯油 L 283,836 297,468 291,847

軽油合計 L 1,581,649 1,522,311 1,638,196

Ａ重油 L 463,087 428,518 438,918

ＬＰＧ m3 512,387 499,130 488,490

都市ガス m3 255,916 213,303 207,966

蒸気 MJ 2,176 2,203 2,608

■年度別CO2排出量※1

■年度別使用エネルギー量 (2021年度：当社単体及び国内子会社9社）

※1 Scope1（事業者自らによる温室効果ガスの直接排出）及びScope2（他社から供給された電気、熱・

蒸気の使用に伴う間接排出）による排出量
※2 対象一部国内子会社数:2019-20年度:7社 2021年度:9社

■CO2排出量削減 2022年度進捗状況

2030年削減目標 : 2016年度CO2排出量対比60％削減
（90,223t-CO2e ⇒ 36,089t-CO2e）

2022年度進捗 : 2016年度CO2排出量対比51%削減見込み
主な取り組み : 環境配慮型電力への切り替え、

TCFD提言への賛同、
物流センター使用機器の省エネ型への切り替え、
物流効率化向上と環境配慮型車両への切替促進、
自然冷媒機器の導入、など
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項目 単位 2019年度 2020年度 2021年度

排水量 m3 336,796 346,450 304,759

※1 対象一部国内子会社数
2019年度:国内子会社３社 2020年度:国内子会社７社 2021年度:国内子会社9社

※2 主な排水先：下水道

■2021年度非エネルギー起源の温室効果ガス排出量※ (当社単体）

■年度別排水量※1、２（当社単体及び一部国内子会社）

※ CO2排出量係数:環境省HP2020年GWP係数を使用。

温室効果ガス種類 単位 排出量 用途

CO2 ｔ-CO2e 3,464ドライアイス

HFC ｔ-CO2e 726冷媒漏れ

■年度別 食品総廃棄量及び削減目標（当社単体）

■年度別食品総廃棄量（2021年度：当社単体及び国内子会社9社）

項目
2016年度
（基準年）

2019年度 2020年度 2021年度 2030年度

食品総廃棄量※（A)＋(B) 1,563 2,933 2,083 1,977 782

食品廃棄
【埋立・焼却等】

（A）

数量（ｔ） 396 553 290 185 ー

率（％） 25.4% 18.8% 13.9% 9.3% ー

食品リサイクル
【再資源化】

（B）

数量（ｔ） 1,166 2,380 1,793 1,812 ー

率（％） 74.6% 81.2% 86.1% 90.7% ー

※ 食品総廃棄量＝食品廃棄量+食品リサイクル量

単位 2019年度 2020年度 2021年度

三菱食品 t 2,933 2,083 1,997

子会社 t ー 207 185

食品総廃棄量 t 2,933 2,290 2,182

■年度別コピー用紙使用枚数 （当社単体）

2030年 コピー用紙使用枚数削減目標：2016年度対比▲50％

(単位：枚数）

項目
2016年度
（基準年）

2019年度 2020年度 2021年度 2030年度

使用枚数 99,993,421 100,589,057 81,978,528 74,383,898 50,000,000
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■ISO14001（環境マネジメントシステム）認証事業所数

三菱食品グループは、1999年より環境マネジメントシステムに関する国際
規格である「ISO14001」の認証取得を開始し、事業所ごとの特性を生か
しつつ環境保全活動を推進しております。

当社グループでは、当社本社を始め一部事業所でISO14001等を取得し環
境改善に努めております。認証事業所割合はグループ全体で14％、当社単
体で15％となっております。

2021年度より開催しております「サステナビリティ委員会」を通じ、より
効果的な環境保全活動の推進を目指しております。今後は、「環境負荷
（エネルギー負荷）」の観点を加味し、対象となる事業所を選定の上、優
先的にISO14001認証を取得する等、環境に関する各種課題解決に向け取
り組んで参ります。
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項目 2019年度 2020年度 2021年度

新卒採用実績（単体） 男性 60.5%
女性 39.5%

男性 61.2%
女性 38.8%

男性 59.2%
女性 40.8%

全社員に占める女性正社員の割合(連結) 26.6% 27.3% 27.5%

全社員に占める非正規社員の割合(連結) 37.1% 30.4% 31.4%

団体交渉権を持つ従業員の割合(単体) 58.1％ 58.1％ 57.9％

※各年度3月31日時点

項目 2019年度 2020年度 2021年度

管理職に占める女性の割合(単体) 2.0% 2.1% 2.7%

※各年度3月31日時点

ESGデータ（社会）

項目 2019年度 2020年度 2021年度

全社員に占める障がい者の割合(単体) 2.22% 2.03% 2.37%

※各年度3月31日時点

項目 2019年度 2020年度 2021年度

正規雇用労働者の中途採用比率(単体) 17.0% 14.0% 10.0％

管理職・総合職の中途採用比率（単体） 18.2％ 8.6％ 10.0％

自発的離職率（単体） 1.8％ 2.3% 2.4%

※上段：正規雇用者（中途）/正規雇用者（新卒・中途）
※中段：管理職・総合職の中途採用者/管理職・総合職採用者（新卒・中途）
※下段：各年度の自発的離職者/4月1日時点在籍の正社員
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ESGデータ（ガバナンス）

※1 2020年度・2021年度は6月定時株主総会後～5月、2022年度は6月定時株主総会後～3
月の内容を記載。
※2 2021年5月までは、報酬諮問委員会を年に1度開催。2021年12月23日付で指名・報
酬・ガバナンス委員会を設置し、報酬諮問委員会の機能を吸収。報酬諮問委員会は廃止と
なった。

項目※1 単位 2020年度 2021年度 2022年度

取締役数 人 9 9 9

社内 人 6 6 6

男性 人 6 6 6

女性 人 0 0 0

社外 人 3 3 3

男性 人 2 2 2

女性 人 1 1 1

独立社外取締役比率 ％ 33 33 33

執行役員に占める女性比率 ％ 0 0 0

取締役会年間開催回数 回 14 15 12

取締役の平均出席率 ％ 100 98.15 100

監査役の平均出席率 % 100 100 95.83

指名・報酬・ガバナンス委員会
※2開催回数

回 1 4 6

指名・報酬・ガバナンス委員会
委員の平均出席率

％ 100 100 100

グループ取引管理委員会
（2021年12月23日設置）
開催回数

回
―

1 1

グループ取引管理委員会
委員の平均出席率

％
―

100 100
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