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・柔軟な働き⽅ 在宅勤務や効率重視の業務
・家で⾷事 ⾃炊やテイクアウト、配達など
・外⾷は少⼈数短時間 敷地が広く⼈の密集しない店で
・近場で旅⾏ 海外旅⾏へのハードルが⾼くなる
・⾃分の時間 趣味に費やす時間の増加

現在の状況から考えられる新⽣活様式

⾃宅で過ごす割合が⼤きく増える

中⾷の増加
中⾷…外⾷と内⾷の中間を意味する
テイクアウトや配達などを利⽤して調理済みの⾷材を家で⾷べること
コロナ渦で中⾷が⼤きく増え,よりニーズが拡⼤していくと考えられる

冷凍⾷品

▼アフターコロナの世界

誰でも利⽤できる、ある程度保存できる
⼿軽に⾷事できる、⼿に⼊れやすい

普段⾷べられないものも⾷べられる 等
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▼ニチレイについて

・ニチレイフーズ→加⼯⾷品事業
・ニチレイフレッシュ→⽔産、畜産事
業
・ニチレイロジグループ→低温物流事
業
・ニチレイバイオサイエンス→バイオ
サイエンス企業

取扱商品→レトルト商品、氷、冷凍⾷品

売上げの90％以上を占める
経営状態 ●セグメント別売上⾼の推移 ●セグメント別営業利益の推移

経営は安定
している

事業内容

競争優位性

①あらゆる⾷シーンに対応した「提案」が可能
→取扱いカテゴリーの広さ
からあげ、ハンバーグ、カレーなど、ニチレイフーズが⼿掛ける⾷品のカ
テゴリーはさまざま

②「素材」を⽣かす 冷凍・加⼯技術
→「化学調味料」（保存料、着⾊料、化学調味料）不使⽤商品の提供
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海外事業

家庭⽤ 業務⽤

特徴
・アメリカ⼈視点によるマーケットトレンドに基づいた商品開
発⼒
・⽶国の主要⼤⼿量販店への販売⼒

主⼒カテゴ
リ

主菜（チキン加⼯品など）
炒飯等の⽶飯類

主要チャネ
ル

⼤⼿量販店、ディスカウント
ストアの冷凍⾷品売場

・⼤⼿量販店デリカテッセン売場
・学校給⾷・レストランチェーン
など

商品
アジアメニューを中⼼とした
ファミリー/個⾷向け商品

デリカテッセン売場を中⼼とした
アジアンフーズ・ソリューション
を提供

・⼯場を持たないファブレス企業

・コロナ特需により家庭⽤商品の販売が伸⻑し、
市場におけるシェアが拡⼤
（冷凍アジアンフード市場 シェア3位）

・2021年3⽉期 売上154億円
（ニチレイ加⼯⾷品事業海外売上⾼の4割を占める）

イノバジアン・クイジーン社
（⽶⼦会社）
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① 感染者数、⼈⼝当たり感染者数が多い
→中⾷需要の拡⼤

②健康志向の⾼まり
オーガニック⾷品や⾃然⾷品、Non-GMO、低糖、低カロリーなど健康
を意識した⾷品の需要が拡⼤

③冷凍⾷品が市場に浸透している

④既にニチレイフーズUSA、イノバアジアンがアメリカで事業展開してお
り、販路が確⽴されている

▼アメリカについて
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●⾯積、場所
⼟地6000㎡、床⾯積3000㎡
●ヒト
80⼈（うち⽇本⼈5⼈）
●カネ
11億5750万円
⼟地750万、建設費⽤1億5000万、機械10億

▼事業計画

⼯場について

アフターコロナにおけるイノバジアン社⽣産⼯場計画in America

対象製品

イノバジアンの冷凍⾷品
（チキン、炒飯）

⽬的

・コスト削減のため
・保存料、着⾊料、化学調味料不使⽤の商品を⽣産すること
・⽣産量UPのため

現状

・イノバアジアンは売上を伸ばしているが、⽣産⼯場を持たないファブ
レス企業
・アメリカでは冷⾷市場が拡⼤している
・アメリカ⼈の健康志向の⼈が増えている

6



【１年⽬】２０２２
アメリカ合衆国アイダホ州に⽣産⼯場建設
建設中は従来の委託⽣産⼯場にて⽣産を継続

【２年⽬】２０２３
アイダホ⽣産⼯場完成
新規⽣産⼯場にて、リニューアルした⼈気商品を⽣産開始
既存の販路 ( ウォルマートをはじめとしたスーパー等 ) を利⽤して
売り込む
80⼈を現地の従業員として採⽤(うち5⼈はニチレイ本社から配属)

現状と同じ程度の販売(⽣産)個数を⽬指す
チキン320万個,炒飯160万個

【３年⽬】２０２４
改良をすすめる
チキン340万個,炒飯170万個の販売(⽣産)個数を⽬指す

【４年⽬】２０２５
冷凍⾷品のオンライン販売を⽬指し、オンラインストアの整備を開
始(設備投資500万円)

売上増加＆オンラインストアの開店に向けて20⼈の追加採⽤
チキン380万個,炒飯190万個の販売(⽣産)個数を⽬指す

【５年⽬】２０２６
オンラインストア開業
チキン420万個,炒飯210万個の販売(⽣産)個数を⽬指す

5ヶ年計画
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計算⽅法
売上：単価750円で計算(⼩売価格 ＄5・ファミリーサイズ ＄9)
売上原価：売り上げに対し70％
(減価償却費)：耐⽤年数10年として定率制で計算

販売費および⼀般管理費：売り上げに対し20％
(⼈件費)
⼀⼈当たり アメリカ：アイダホ州平均年収 約300万円

⽇本：平均年収1000万円

営業外利益：売上に対し7%
営業外費⽤：売上に対し1.2%

法⼈税：連邦法⼈税21%
アイダホ州法⼈税7.4%

5年間の損益計算書

 １年⽬ 
（２０２２） 

２年⽬ 
（２０２３） 

３年⽬ 
（２０２４） 

４年⽬ 
（２０２５） 

５年⽬ 
（２０２６） 

事
業
計
画 

アメリカ⼯場建設 既存の販路でリニュ
ーアルした冷凍⾷品
を売り込む 

 オンラインストアの
開業準備 

オンラインストア開
業 
 

⽣
産
個
数 

0 個（委託している⽣
産⼯場での⽣産は継
続） 

チキン 320 万個 
炒飯 160 万個 

チキン 340 万個 
炒飯 170 万個 

チキン 380 万個 
炒飯 190 万個 

チキン 420 万個 
炒飯 210 万個 

ヒ
ト 

 ・80 ⼈採⽤ 
（内⽇本⼈ 5 ⼈） 

 ・20 ⼈追加採⽤  

モ
ノ 

・アメリカ⼯場 
 ⼟地 6000 ㎡ 
 床⾯積 3000 ㎡ 

・⼯場完成 
・冷凍⾷品⽣産開始 
 

   

カ
ネ 

11 億 5750 万円投資 
⼟地 750 万 
建設費⽤ 1 億 5 千万 
機械 10 億 

  設備投資 500 万円  
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(円)
6年⽬ 7年⽬ 8年⽬ 9年⽬ 10年⽬

売上 4,875,000,000 5,100,000,000 5,325,000,000 5,550,000,000 5,775,000,000
売上原価 3,412,500,000 3,570,000,000 3,727,500,000 3,885,000,000 4,042,500,000
(うち減価償却費) 115,750,000 115,750,000 115,750,000 115,750,000 115,750,000

売上総利益 1,462,500,000 1,530,000,000 1,597,500,000 1,665,000,000 1,732,500,000
販売費および⼀般管理費 877,500,000 918,000,000 958,500,000 999,000,000 1,039,500,000
(⼈件費) 380,000,000 380,000,000 410,000,000 410000000 410000000

営業利益 585,000,000 612,000,000 639,000,000 666,000,000 693,000,000
営業外利益 341,250,000 357,000,000 372,750,000 388,500,000 404,250,000
営業外費⽤ 58,500,000 61,200,000 63,900,000 66,600,000 69,300,000

経常利益 867,750,000 907,800,000 947,850,000 987,900,000 1,027,950,000
法⼈税等 182,227,500 190,638,000 199,048,500 207,459,000 215,869,500
当期純利益 685,522,500 717,162,000 748,801,500 780,441,000 812,080,500
累積損益 2,680,484,800 3,397,646,800 4,146,448,300 4,926,889,300 5,738,969,800

投資約12億円→10年間で約45億円の利益

(円)
1年⽬ 2年⽬ 3年⽬ 4年⽬ 5年⽬

売上 0 3,600,000,000 3,825,000,000 4,275,000,000 4,725,000,000
売上原価 115,750,000 2,520,000,000 2,677,500,000 2,992,500,000 3,307,500,000
（うち原価償却費） 115,750,000 115,750,000 115,750,000 115,750,000 115,750,000

売上総利益 -115,750,000 1,080,000,000 1,147,500,000 1,282,500,000 1,417,500,000
販売費および⼀般管理費 100,000,000 720,000,000 688,500,000 769,500,000 850,500,000
（⼈件費） 50,000,000 290,000,000 290,000,000 350,000,000 350,000,000

営業利益 -215,750,000 360,000,000 459,000,000 513,000,000 567,000,000
営業外利益 0 252,000,000 267,750,000 299,250,000 330,750,000
営業外費⽤ 0 43,200,000 45,900,000 51,300,000 56,700,000

経常利益 -215,750,000 568,800,000 680,850,000 760,950,000 841,050,000
法⼈税等 0 161,539,200 142,978,500 159,799,500 176,620,500

当期純利益 -215,750,000 407,260,800 537,871,500 601,150,500 664,429,500
累積損益 -215,750,000 191,510,800 729,382,300 1,330,532,800 1,994,962,300
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