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明治グループは、
「おいしさ・楽しさ・健康・安心」の世界を拡げ、
お客さまの日々の生活充実に貢献してまいります。

食品セグメント

私たち明治グループは、赤ちゃんからお年寄りまであらゆる世代の皆さまへ、毎日の生活に欠かすことのできない「乳製品」

医薬品セグメント

「菓子」
「栄養」
「薬品」などの幅広い分野の製品を通じて、
「おいしさ・楽しさ・健康・安心」の世界を拡げ、新たな価値を提供して
います。そして、変化し続ける社会や毎日の暮らしにおいて、常に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
ことが、私たちの使命であり、願いです。
明治グループでは、創業100年から次の100年へ向けて、移り変わる環境下においてもグループ理念を体現し続けるため、
『Beyond meiji 〜想像以上の明治へ〜』をスローガンに「明治グループ2026ビジョン」の実現に取り組んでいます。社員一人
ひとりが着実に現状を超える姿勢をもって、食品・医薬品事業を持つ明治グループならではの独自価値を追求し、社会課題の
解決に貢献する“ 一歩先を行く価値 ”を創造し続けることで、日本、世界でのサステナブルな成長を目指しています。
お客さまやユーザーの皆さまの生活を、より健やかで豊かなものにしていくため、これからも、誠実に日々挑戦を重ねてまいります。

連結売上高

1兆2,527億6百万円
（2020年3月期）

連結従業員数

医薬品セグメント

17,571人

16%

（2020年3月31日現在）

食品セグメント

84%

売上高比率

引き続きご支援を賜りますようお願いいたします。

明治グループ理念体系

明治グループ2026ビジョン「Beyond meiji 〜想像以上の明治へ〜」

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、

目指す企業グループ像

「健康・安心」への期待に応えてゆくこと。

目標水準

私たちの願いは、「お客さまの気持ち」に寄り添い、

営業利益成長率

日々の「生活充実」に貢献すること。

1桁台半ば以上（年平均）

明治グループ100年で培った強みに、

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、

新たな技術や知見を取り入れて、

常に一歩先を行く価値を創り続けます。

海外売上高比率

20％を目指す

「食と健康」で一歩先を行く価値を
創造し、
日本、世界で成長し続ける。

経営姿勢

ROE

10％以上を維持

5つの基本
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。

重点方針

1 コア事業での圧倒的優位性の獲得

2 海外市場での成長基盤の確立

3 健康価値領域での新たな挑戦

4 社会課題への貢献

行動指針

meiji way
お客さまの、パートナーの、仲間たちの、

「Beyond meiji」

明治グループ2026ビジョン

「そばになくてはならない存在」であるために

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。

2020中計

2023中計

2026中計

（2018〜2020年度）

（2021〜2023年度）

（2024〜2026年度）

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。

「Beyond meiji」第１ステージ
基本コンセプト

代表取締役社長 CEO

川村 和夫

目標値

明治グループ2020中期経営計画

「継続的戦略課題への取り組み」
と
「成長に向けた新たな挑戦」
連結売上高

1兆3,500億円

連結営業利益（率）

海外売上高

1,250億円（9.3%） 1,420億円

ROE

13% 台

食品セグメント

医薬品セグメント

赤ちゃんからお年寄りまであらゆる世代のお客さまに向けて、粉ミルク、牛乳、ヨーグルト、

感染症治療薬のリーディングカンパニーとして、予防のためのワクチンから治療のための

菓子、チーズ、スポーツ栄養、流動食など幅広い商品を提供しています。

抗菌剤にわたる製品ラインアップを充実させるとともに、バイオ医薬品や高品質なジェネ

品質への取り組みを日々強化し、安全・安心な商品を提供するとともに、強みである研究

リック医薬品の国内外への提供を通じて、幅広い疾患領域における薬物治療の進歩、薬剤

開発により新たな価値創造に挑戦し続け、お客さまの「健康な食生活」に貢献してまいります。

費の適正化、医薬のアクセス向上に貢献してまいります。

発酵デイリー

加工食品

菓子

医療用医薬品

農薬・動物薬

海外

牛乳・飲料、ヨーグルト、宅配サービスなどを

チーズ、バター・マーガリン類、フローズンデ

チョコレート、グミなどをお届けし、お客さまに

ペニシリンの開発以来、抗菌薬のトップメー

イネいもち病防除粒剤「オリゼメート」の国内

アジア・欧州を中心に世界中に医療用医薬品

お届けし、お客さまの健やかな毎日の食生活

ザート、調理食品、業務用商品などをお届け

選ぶ楽しさや新しいおいしさなどを提供して

カーとして国内外へ優れた製品を提供してき

水稲分野におけるトップシェアを堅持しつつ、

や農薬・動物薬を提供しています。海外子会

に貢献してまいります。

し、お客さまの生活のあらゆるシーンに寄り

まいります。

ました。近年では後発医薬品の供給も行うな

除草剤や果樹・園芸用剤の開発・販売でも

社を拠点にグローバルな生産・販売体制で

ど、多様な医療ニーズに応えています。

国内外にて積極的に事業を展開しています。

世界の医療や農業・畜産業に貢献しています。

添っていきます。

栄養

海外

スポーツ栄養、乳幼児栄養、アクティブ栄養、

中国・アジア・米国を中心に、世界中に「食と

流動食、OTC などをお届けし、赤ちゃんから

健康」をお届けしています。meiji ブランドが、

お年寄りまであらゆる世代のお客さまの健康

世界のお客さまから愛される“ 信頼のブラン

を支えていきます。

ド”となるように努めてまいります。

高いバイオテクノロジーによって、
「ヒト用ワクチン」
「動物用ワクチン」
「血漿分画製剤」を主な
柱に、病気の予防から治療まで、広範囲にわたる製品・サービスを提供しています。予防、
治療のプロフェッショナルとして生命科学の可能性に挑戦し続けることで、世界の人々の
健康で豊かな未来に貢献してまいります。

ヒト用ワクチン

動物用ワクチン

血漿分画製剤

インフルエンザや日本脳炎ワクチンなどを

家畜（鶏・豚・牛など）や、ペット
（犬・猫）に

人の血液から有効な成分を精製した医薬品

開発・供給し、感染症の予防と公衆衛生の

接種するワクチンを開発・供給し、動物の健康

の開発・供給を通じて、先天性疾患や重篤な

向上に貢献していきます。

と安全な食品の供給に寄与していきます。

疾病の治療に貢献していきます。

明治グループのサステナビリティ

事業所・グループ会社
国内

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

活動
テーマ

の調和」
「豊かな社会づくり」の三つのテーマを掲げ、テー
マごとに活動ドメインを決めています。

明治イノベーションセンター（研究所）

ナルとして明治グループならではの活動を推進し、事業を

支社
北日本支社／関東支社／中部支社／関西支社／西日本支社

通じた社会課題の解決に貢献していきます。

沿革
1916

明治製菓の前身、
『東京菓子株式会社』設立

1993

1917

東京菓子、
『大正製菓株式会社』と合併

1994

東京菓子、大久保工場でキャラメル・ビスケットなどを製造

練乳「明治メリーミルク」発売

1923

育児用粉乳「パトローゲン」誕生

1924

アイスクリームの製造開始

冬期限定チョコレート「メルティーキッス」全国発売

アイスクリーム「明治エッセルスーパーカップ 超バニラ」発売

1995

スポーツ栄養飲料「ヴァーム」発売

1998

「チョコレート効果」発売

1999

「ミルクチョコレート」発売

2000

「明治プロビオヨーグルトLG21」発売

「明治牛乳」発売

2002

「アミノコラーゲン」発売

1932

「明治バター」
「明治チーズ」を本格生産
極東煉乳、商号を『明治乳業株式会社』と変更

1946

ペニシリンの製造開始、薬品事業を始める

1950

抗生物質「ストレプトマイシン明治」発売

2008

業務用クリーム「明治フレッシュクリームあじわい」発売

1955

動物用ペニシリン飼料添加剤「メイリッチ P」発売、
動物薬事業参入

2009

共同持株会社『明治ホールディングス株式会社』を設立し、
明治製菓・明治乳業が経営統合

1958

抗生物質「カナマイシン明治」発売

2011

「アーモンドチョコレート」発売
日本初のスナック菓子「カール」発売

1969

チョコレート「アポロ」発売

1971

日本初のプレーンヨーグルト「明治プレーンヨーグルト」発売

1972

明治商事が乳製品部門を明治乳業に移譲
明治製菓、明治商事と合併

2014

世界初 キューブタイプの粉ミルク
「明治ほほえみ らくらくキューブ」発売

本社・熊本事業所

グループ会社
Me ファルマ株式会社／ Meiji アグロケミカル株式会社／大蔵製薬株式会社／
北里薬品産業株式会社／ Romeck Pharma 合同会社

合志事業所／阿蘇事業所

菊池研究所

東京営業所

※上記のほかに、明治ビジネスサポート株式会社は明治グループ各社からの間接業務の受託等を行っています。

海外

2016

統合失調症治療薬「シクレスト」発売

1976

冷凍食品「ピッツア & ピッツア」発売

1980

スポーツ用プロテイン「ザバス」シリーズ発売

1

Bangkok Office

20 5

Hanoi Office

2

3 明治
（中国）投資有限公司
6 廣州明治制果有限公司

4 明治乳業
（蘇州）有限公司

明治グループ創業100周年
ジェネリック医薬品製造販売子会社
『Me ファルマ株式会社』設立
生物学的製剤（ワクチン等）
の研究・開発・製造・販売会社
『KM バイオロジクス株式会社』連結子会社化

10

CP-Meiji Co., Ltd.

12

Meiji India Private Limited

14

PT MEIJI FOOD INDONESIA

17

Laguna Cookie Co., Inc.

19

MEIJI NEW ZEALAND LIMITED

11

18

Meiji America Inc.

16

7

アジア地域

1 10 13 27
11

Thai Meiji Food Co., Ltd.
15

6

2

Meiji Seika (Singapore) Pte. Ltd.
13

8
9

7 明治雪糕
（広州）有限公司
9 台湾明治食品股份有限公司

3

23

5 明治乳業
（天津）有限公司

24 25

4

22

8 明治制果食品工業
（上海）有限公司

アレルギー性疾患治療剤「ビラノア」発売

2018

事務所
グループ会社

「明治ザ・チョコレート」発売
ジェネリック医薬品 抗生物質「タゾピペ明治」発売

イネいもち病防除粒剤「オリゼメート」発売
チョコスナック「きのこの山」発売

明治グループ内事業再編により、
食品事業会社『株式会社 明治』、
薬品事業会社『Meiji Seika ファルマ株式会社』発足

2015

「明治ブルガリアヨーグルト」発売

D.F. Stauffer Biscuit Co., Inc.
14 26

Meiji Dairy Australasia Pty. Ltd.

季節性インフルエンザワクチン
「インフルエンザ HA ワクチン『KMB』」発売

「果汁グミ」発売

1989

抗不安薬「メイラックス」発売

2019

1992

「明治北海道十勝チーズ」発売

2020

研究所『価値共創センター』設立

30

乳由来のたんぱく質が手軽に摂取できる
「明治 TANPACT
（タンパクト）」シリーズ発売

事務所
20 北京事務所

21

US Office

29

17

12

グループ会社

会社概要
商号
明治ホールディングス株式会社
（英文名 : Meiji Holdings Co., Ltd.）

【農薬】 農薬東日本支店／農薬西日本支店
【動物薬】 動薬東日本支店／動薬西日本支店

「明治ヨーグルトR-1」発売

「マーブルチョコレート」発売

1968

1988

2007

抗生物質「オラペネム」、抗うつ薬「リフレックス」発売

植物成長調整剤「ジベレリン」発売、農薬事業参入

1975

本社

「明治おいしい牛乳」全国発売

1940

1973

支店
【医薬】医薬北海道支店／医薬仙台支店／医薬東京支店／医薬千葉・埼玉支店／
医薬横浜支店／医薬関東支店／医薬名古屋支店／医薬京都支店／
医薬大阪支店／医薬中国支店／医薬四国支店／医薬福岡支店

工場・センター
小田原工場／岐阜工場／製剤技術センター

抗うつ薬「デプロメール」発売

1928

1962

【サービス】 株式会社 明治アドエージェンシー／株式会社 明治ナイスデイ／
株式会社明治テクノサ−ビス

研究所
医薬研究所／ CMC 研究所／バイオサイエンス研究所／
生物産業研究所

ジェネリック医薬品事業に本格参入

1926

1961

【販売】 明治フレッシュネットワ−ク株式会社／株式会社明治フードマテリア／
四国明治株式会社／沖縄明治乳業株式会社

「銀座カリー」発売

流動食「メイバランス」発売

東京菓子、商号を『明治製菓株式会社』と変更

【物流】 明治ロジテック株式会社／株式会社ケ−・シ−・エス／
株式会社フレッシュ・ロジスティック／株式会社スリーエスアンドエル

工場
札幌工場／旭川工場／稚内工場／西春別工場／十勝工場／
本別工場／東北工場／茨城工場／守谷工場／群馬工場／
群馬栄養食工場／群馬医薬・栄養剤工場／埼玉工場／戸田工場／
坂戸工場／神奈川工場／軽井沢工場／東海工場／愛知工場／
京都工場／関西工場／関西アイスクリーム工場／関西栄養食工場／
大阪工場／倉敷工場／九州工場

抗生物質「メイアクト」発売

明治乳業の前身、
『極東煉乳株式会社』設立

1921

グループ会社
【生産】 日本罐詰株式会社／千葉明治牛乳株式会社／
明治チューインガム株式会社／明治産業株式会社／
東海ナッツ株式会社／蔵王食品株式会社／道南食品株式会社／
岡山県食品株式会社／栃木明治牛乳株式会社／関東製酪株式会社／
東海明治株式会社／明治飼糧株式会社／明治油脂株式会社／
群馬牛乳協業組合

本社

このフレームワークに基づき、食と健康のプロフェッショ

『株式会社明治商店』
（のちの明治商事株式会社）設立

価値共創センター（研究所）

活動
ドメイン

明治グループは、
「こころとからだの健康に貢献」
「環境と

1920

本社

22 明治医薬
（山東）有限公司

事業内容
食品、薬品等の製造、販売等を行う子会社等の
経営管理およびそれに付帯または関連する事業

代表取締役社長 CEO
川村 和夫

設立

2009年4月1日

23 汕頭経済特区明治医薬有限公司

24

Meiji Pharma Korea Co., Ltd.

26

PT. Meiji Indonesian Pharmaceutical Industries

27

Thai Meiji Pharmaceutical Co., Ltd.

29

Meiji Pharma Spain, S.A.

30

25

28

DM Bio Limited
28

Medreich Limited

Meiji Seika Europe B.V.

18

19

15 16 21

