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◉代表取締役 専務執行役員
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グローバルコーポレート本部本部長、兼 コーポレートサービス本部本部長
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木村 毅
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◉社外取締役
橘・フクシマ・咲江
齋藤 泰雄
名和 高司

◉各事業区分の主要製品
【日本食品】 「味の素®」、「ほんだし®」、スープ、マヨネーズ、
 冷凍食品、コーヒー等
【海外食品】 「味の素®」、風味調味料、即席麺、飲料、 冷凍食品、 
 核酸系調味料、「パルスイート®」等
【ライフサポート】  飼料用アミノ酸、「JINO®」、
 ABF（半導体パッケージ用層間絶縁材料） 等
【ヘルスケア】 医薬用・食品用アミノ酸、医薬品中間体及び原薬、
 「グリナ®」、「アミノエール®」、    「アミノバイタル®」等

◉連結決算（単位） 2017年度 2016年度
売上高 （百万円） 1,150,209 1,091,195

事業利益※１ （百万円） 97,322 96,852

親会社の所有者に帰属する当期利益 （百万円） 60.741 53,065

資産合計 （百万円） 1,425,859 1,350,105

基本的１株当たり当期利益 （円） 106.84 92.81

親会社所有者帰属持分当期利益率（ROE） （％） 9.7 8.7

※１：当社が経営管理のため独自に定義した利益指標。
　　 事業利益（連結ベース）＝売上高 ー 売上原価 ー 販売費・研究開発費及び一般管理費 ＋ 持分法による損益

◉2017年度事業区分別売上高
事業区分 単位：億円 （比率）

日本食品 3,841 （33％）
海外食品 4,647 （40%）
ライフサポート 1,342 （12％）
ヘルスケア    1,042 （9％）
その他    627 （5％）

◉2017年度地域区分別売上高
地域区分 単位：億円 （比率）

日本  5,223 （45％）
アジア  2,739 （24％）
米州  2,391 （21％）
欧州   1,147 （10％）
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ソリューション＆イングリディエンツ事業部長、兼 生活者解析・事業創造部長

谷 昌浩
グループ調達センター長

ダニエル ベルコビッチ
味の素ユーロリジン社 社長

グイネット ボンパス
欧州アフリカ本部副本部長、兼 製薬カスタムサービス部長
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プロマシドール・ホールディングス社 取締役
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家庭用事業部長
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生産統括センター長
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生産戦略部長、環境・安全・基盤マネジメント

深瀬 成利
東京支社長

横田 忠彦
味の素ファインテクノ（株） 社長

田 浩志
川崎事業所長、兼 川崎工場長

中野 哲也
グローバル財務部長、兼 財務・経理部長

柏倉 正巳
味の素アニマル・ニュートリション・ノースアメリカ社 社長

柏原 正樹
食品研究所 技術開発センター長

小島 淳一郎
研究開発企画部長

佐々木 達哉
経営企画部長

川名 秀明
食品生産統括センター長

デイビッド エンロー
味の素アルテア社 社長

正井 義照
化成品部長

本橋 弘治
食品事業本部 副事業本部長

松澤 巧
人事部長、グローバル人事

ベルナルド クレイルマン
味の素フーズ・ノースアメリカ社 社長

◉執行役員 

村林 誠
コーポレート戦略

尾道 一哉
イノベーション研究所長

小松 俊一 
欧州アフリカ本部長

◉常務執行役員

野坂 千秋
食品研究所長、ダイバーシティ推進担当

竹内 秀樹 
食品事業本部副事業本部長

倉田 晴夫
食品事業本部副事業本部長

倉島 薫
アセアン本部長

児島 宏之
アミノサイエンス事業本部副事業本部長、兼 バイオ・ファイン研究所長

藤江 太郎
グローバルコーポレート本部副本部長、兼 コーポレートサービス本部副本部長、
働き方改革担当

黒崎 正吉
ラテンアメリカ本部長

吉宮 由真
グローバルコーポレート本部副本部長、兼 コーポレートサービス本部副本部長

役員 （2018 年 7 月 1 日現在）

財務ハイライト （2018 年 3 月 31 日現在）

1908年（明治41） 池田菊苗博士がうま味調味料グルタミン酸ナトリウムの
 製造法特許取得
1909年（明治42） 二代鈴木三郎助うま味調味料「味の素®」
 一般販売開始【創業の日5/20】
1910年（明治43） 台湾に特約店設置
1917年（大正6） ニューヨーク事務所開設
1918年（大正7） 上海出張所開設
1927年（昭和2） シンガポール事務所開設
1956年（昭和31） ブラジル味の素社設立
1958年（昭和33） ユニオンケミカルズ社設立（現フィリピン味の素社）
1960年（昭和35） タイ味の素社設立
1963年（昭和38） 「ケロッグ®」コーンフレーク発売
1964年（昭和39） 「クノール®スープ」発売
1965年（昭和40） 飼料用リジン発売
1969年（昭和44） インドネシア味の素社設立
1970年（昭和45） 「ほんだし®」発売
1972年（昭和47） 「味の素KKの冷凍食品」発売
1973年（昭和48） 米国ゼネラルフーヅ社との提携（コーヒー）
1974年（昭和49） ユーロリジン社設立（現味の素ユーロリジン社）（フランス）
1978年（昭和53） 中華合わせ調味料「Cook Do®」発売
1980年（昭和55） 米国 FDAによりグルタミン酸ナトリウムの安全性が再確認される
1984年（昭和59） 甘味料「Pal Sweet® 1/60」発売
1987年（昭和62） 国連の諮問機関でグルタミン酸ナトリウムが安全なものとして最終評価
1991年（平成3） ウエスト・アフリカン・シーズニング社設立（ナイジェリア）
 B&W-Vietnam社設立（現ベトナム味の素社）
2011年（平成23） 「アミノインデックス®がんリスクスクリーニング」事業開始
2013年（平成25） 東洋水産（株）との提携（即席麺）
2014年（平成26） 京都大学 iPS細胞研究所との共同開発（再生医療培地）
2015年（平成27） 長谷川香料（株）との提携（発酵ナチュラルフレーバー）
 味の素ウィンザー社発足（米国）
2016年（平成28） プロマシドール・ホールディングス社（英領ヴァージン諸島）の株式33.33％を取得
 （株）ジーンデザインの全株式を取得
2017年（平成29） 味の素グループ グローバルブランド ロゴ（AGB）導入
 LTS社（フランス）を買収（フランス味の素冷凍食品社として2018年7月発足）

池田菊苗博士

池田菊苗博士が昆布から抽出した
グルタミン酸（1908年）

二代鈴木三郎助

発売当時の「ほんだし®」（1970年）

味の素（株）本社ビル

沿革

味の素グループの事業規模 （2018年4月 1日現在）

事業展開エリア 商品展開エリア 生産工場数

研究開発要員2017年度売上高

35の国・地域 130 超の国・地域 123工場

従業員数

34,452人
※2018年3月31日現在　

1兆1,502億円 1,700人以上

味の素グループの事業規模 （2018 年 4 月 1 日現在）

◉会社概要
【商号】 味の素株式会社
【本社所在地】 〒104-8315　東京都中央区京橋一丁目15番1号
【電話番号】 03（5250）8111（代）
【ホームページアドレス】 http://www.ajinomoto.com/jp/
【創業年月日】 1909年5月20日
【設立年月日】 1925年12月17日
【資本金】 79,863百万円（2018年3月31日現在）
【従業員数】 単体3,464名　連結34,452名（2018年3月31日現在）
【決算期】 3月31日本冊子は、FSC認証紙および植物油インキを使用しています。

◉味の素株式会社　国内組織および連絡先

◉主な国内関係会社

本社（代表） .....................................................〒104-8315　東京都中央区京橋一丁目15番1号 .............................................................................................................（03）5250-8111
【食品事業本部】 
食品統括部 ....................................................〒104-8315　東京都中央区京橋一丁目15番1号 .............................................................................................................（03）5250-8241
東京支社 .........................................................〒108-0074　東京都港区高輪四丁目10番8号 京急第7ビル5階 ..........................................................................（03）5798-8600
関東支店 .........................................................〒338-0081　埼玉県さいたま市中央区新都心4番地3 ウェルクビル2階 .............................................................（048）600-3780
大阪支社 .........................................................〒530-0005　大阪府大阪市北区中之島六丁目2番57号 味の素グループ大阪ビル9・10階......................（06）6449-7300
中四国支店 .....................................................〒730-0041　広島県広島市中区小町6番2号 .....................................................................................................................（082）247-1111
九州支社 ..........................................................〒812-0013　福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目7番27号  TERASOⅡ9・10階 .........................................（092）451-1111
名古屋支社 ....................................................〒466-8554　愛知県名古屋市昭和区阿由知通二丁目3番地.......................................................................................（052）735-8500
北陸支店 .........................................................〒921-8042　石川県金沢市泉本町一丁目8番地 ................................................................................................................（076）243-5211
東北支社 .........................................................〒980-0011　宮城県仙台市青葉区上杉二丁目3番11号 ..............................................................................................（022）227-3111
広域営業部 ....................................................〒108-0074　東京都港区高輪四丁目10番8号 京急第7ビル5階 ..........................................................................（03）5798-8617
川崎事業所 .....................................................〒210-8681　神奈川県川崎市川崎区鈴木町1番1号 ......................................................................................................（044）222-1114

【アミノサイエンス事業本部】 
アミノサイエンス統括部 ...........................〒104-8315　東京都中央区京橋一丁目15番1号 .............................................................................................................（03）5250-8136 
東海事業所 ....................................................〒510-0885　三重県四日市市大字日永1730番地 ...........................................................................................................（059）346-0111
九州事業所 .....................................................〒840-2193　佐賀県佐賀市諸富町大字諸富津450番地 ..............................................................................................（0952）47-2211

味の素アニマル・ニュートリション・グループ（株） ...〒104-0031　東京都中央区京橋二丁目14番1号 .............................................................................................................（03）3561-1888
味の素エンジニアリング（株） ..................〒144-0052　東京都大田区蒲田五丁目13番23号 TOKYU REIT蒲田ビル2階 .................................................（03）5480-5065
（株）味の素コミュニケーションズ ..........〒104-0032　東京都中央区八丁堀二丁目9番1号 ...........................................................................................................（03）3555-1771
味の素AGF（株） .........................................〒151-8551　東京都渋谷区初台一丁目46番3号 シモモトビル ..............................................................................（03）5365-8900 
味の素トレーディング（株） .......................〒135-0091　東京都港区台場二丁目3番1号  トレードピアお台場11階 ............................................................（03）3528-4411
味の素トレジャリー・マネジメント（株） ..〒104-8315　東京都中央区京橋一丁目15番1号 .............................................................................................................（03）5250-8676
味の素パッケージング（株）......................〒210-0801　神奈川県川崎市川崎区鈴木町1番1号 ......................................................................................................（044）332-3170
味の素ファインテクノ（株） .........................〒210-0801　神奈川県川崎市川崎区鈴木町1番2号 ......................................................................................................（044）221-2370
味の素物流（株） ...........................................〒104-0033　東京都中央区新川一丁目17番24号 ..........................................................................................................（03）5542-3636
味の素ベーカリー（株） ..............................〒104-0031　東京都中央区京橋一丁目19番4号 .............................................................................................................（03）5250-8370
味の素ヘルシーサプライ（株） .................〒104-0031　東京都中央区京橋一丁目19番8号 京橋OMビル6階 .....................................................................（03）3567-0051
味の素冷凍食品（株） .................................〒104-0061　東京都中央区銀座七丁目14番13号日土地銀座ビル ........................................................................（03）6367-8600
NRIシステムテクノ（株）...............................〒240-0005　神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134番地 ..........................................................................................（045）336-8000
沖縄味の素（株） ...........................................〒900-0004　沖縄県那覇市銘苅三丁目1番40号 .............................................................................................................（098）868-5512
川研ファインケミカル（株） ........................〒103-0012　東京都中央区日本橋堀留町二丁目3番3号 .............................................................................................（03）3662-5891
クノール食品（株） ........................................〒213-8505　神奈川県川崎市高津区下野毛二丁目12番1号 ....................................................................................（044）811-3111
（株）J-オイルミルズ ....................................〒104-0044　東京都中央区明石町8番1号 聖路加タワー ............................................................................................（03）5148-7100
デリカエース（株） .........................................〒362-0013　埼玉県上尾市上尾村字吉田1345番地 .....................................................................................................（048）778-1711
日本プロテイン（株） ...................................〒326-0337　栃木県足利市島田町575番1号 ...................................................................................................................（0284）73-0111
北海道味の素（株） ......................................〒063-0801　北海道札幌市西区二十四軒一条四丁目6番11号 ...............................................................................（011）643-8411
ヤマキ（株） ......................................................〒799-3194　愛媛県伊予市米湊1698-6 ...............................................................................................................................（089）982-1231　

＊国内の連結子会社、持分法適用会社、その他冠称会社は47社［味の素（株）を含む］（2018年4月1日現在）です。   　　　　　　



※数値は2017年度の売上高（IFRS）

4,833億円

930億円

792億円

870億円

272億円
652億円

2,070億円 448億円

味の素グループの
事業拡大モデルと成長の源泉
味の素グループは、池田菊苗博士が発見した「うま味」を創業者である二代鈴木三郎助
がうま味調味料「味の素®」として製品化したことから、その歴史が始まりました。
うま味物質であるグルタミン酸がアミノ酸の一種であることからアミノ酸をベースとし
た研究に取り組み、培ってきた独自の先端バイオ・ファイン技術を軸に、「食品」と「アミノ
サイエンス」の事業を展開しています。

味の素グループは、現在35の国・地域で、事業を展開しています。
主な法人・工場をご紹介します。

グローバルネットワーク（2018 年 7 月 1 日現在）

35の国・地域（日本を含む）
【うち生産工場　世界24の国・地域　122工場（日本：44工場、海外78工場）】
● 当社地域本部、法人
▲ 調味料・加工食品・冷凍食品・飲料工場 90
▲ アミノ酸・化成品工場  23
▲ 医薬工場     1
▲ その他工場     8
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クアラルンプール
シンガポール

シンガポール味の素社 ●
味の素アニマル・ニュートリション・シンガポール社 ●

ベトナム味の素社 ●▲▲

フィリピン味の素社 ●
フィリピン味の素フレーバーフーズ社 ●▲
フィリピン味の素グローバルフーズ社 ●▲

台素社 ●
台湾味の素社 ●

韓国味の素社 ●
味の素ジェネクシン社 ●▲
味の素農心フーズ社 ●

日本
●47▲32▲8▲1▲3

マレーシア味の素社 ●▲

インドネシア味の素社 ●▲▲
インドネシア味の素販売社 ●
インドネシア味の素ベーカリー社 ●
アジネックス ・インターナショナル社 ●▲
ラウタン味の素・ファイン・イングリーディエンツ社 ●▲

ジャカルタ
スラバヤ

ウエスト・アフリカン・シーズニング社 ●▲

アセアン本部 ●
味の素アセアン地域統括社 ●
タイ味の素社 ●▲▲▲▲▲▲
タイ味の素販売社 ●▲
タイ味の素ベタグロ冷凍食品社 ●▲
タイ味の素冷凍食品社 ●▲
味の素ベタグロ・スペシャリティフーズ社 ●▲
フジエース社 ●▲▲
ワンタイフーヅ社 ●▲
FDグリーン社（タイランド） ●▲

インド味の素社 ●▲
マルちゃん味の素インド社 ●▲

味の素 -ジェネチカ・リサーチ・インスティチュート社 ●
ロシア味の素社 ●

中国本部●
味の素（中国）社（北京、上海、広州） ●
上海味の素アミノ酸社 ●▲
上海味の素食品研究開発センター社 ●
上海味の素調味料社 ●▲
連雲港味の素如意食品社 ●▲
連雲港味の素冷凍食品社 ●▲
アモイ・フード社 ●▲▲
アモイ味の素ライフ如意食品社 ●▲
アモイ味楽如意食品社 ●▲
味の素（香港）社 ●
上海艾貝棒食品社 ●▲

味の素オムニケム社 ●▲▲

ポーランド味の素社 ●▲
味の素 JAWO社 ●▲

アグロ２アグリ社 ●▲

欧州アフリカ本部 ●
ヨーロッパ味の素社 ●
味の素ユーロリジン社 ●▲
欧州味の素食品社 ●▲
フランス味の素冷凍食品社 ●

アミアン
パリ

ヴェッテレン

ハンブルグ

ワルシャワ

モスクワ

※ 1　生産工場は包装工場も含みます
※ 2　地図上に表示されていない工場もあります

カンボジア味の素社 ●▲

ミャンマー味の素食品社 ●▲▲

味の素ラクソンパキスタン社 ●
プノンペン

イスタンブール

イスタンブール味の素食品社 ●▲▲▲▲

カイロ

バレンシア

エジプト味の素食品社 ●

西アフリカ味の素社 ●▲

ポートランド エディビル

メキシコシティー

シカゴ

リマ

サンパウロ

フォートリー

ローリー

英領ヴァージン諸島

北米本部 ●
味の素ヘルス・アンド・ニュートリション・ノースアメリカ社 ●▲▲
味の素アニマル・ニュートリション・ノースアメリカ社 ●▲
味の素アルテア社 ●▲
味の素フーズ・ノースアメリカ社 ●●▲▲▲▲▲▲▲▲
味の素東洋フローズンヌードル社 ●▲
味の素ファインテクノUSA社 ●
キャンブルック セラピューティクス社 ●

ラテンアメリカ本部 ●
ブラジル味の素社 ●▲▲▲▲
味の素アニマル・ニュートリション・ブラジル社 ●▲

ペルー味の素社 ●▲

メキシコ味の素社 ●  

■ 沖縄味の素（株）

■ 北海道味の素（株）

■ NRIシステムテクノ（株）

東北支社

本社

北陸支店 

名古屋支社

大阪支社

九州支社

中四国支店

●　本社
●　支社・営業部
●　支店・営業所
●　事業所・工場
■　グループ会社

【東京】
● 東京支社
● 広域営業部
■ 味の素アニマル・ニュートリション・グループ（株）
■ 味の素エンジニアリング（株）
■ （株）味の素コミュニケーションズ
■ 味の素AGF（株）
■ 味の素トレーディング（株）
■ 味の素トレジャリー・マネジメント（株）
■ 味の素物流（株）
■ 味の素ベーカリー（株）
■ 味の素ヘルシーサプライ（株）
■ 味の素冷凍食品（株）
■ 川研ファインケミカル（株）
■ （株）J-オイルミルズ

【川崎】
● 川崎事業所
■ 味の素パッケージング（株）
■ 味の素ファインテクノ（株）
■ クノール食品（株）

● 東海事業所

 ● 九州事業所

■ ヤマキ（株）

国内ネットワーク
（2018 年 7 月 1 日現在）

サンディエゴ

サパコール社 ●▲ 

プロマシドール・ ホールディングス社●

グアヤキル

ブラカン

セブ

ダッカカラチ

バングラデシュ味の素社 ●▲

■ （株）ジーンデザイン
関東支店

■ 日本プロテイン（株）
■ デリカエース（株）  



※数値は2017年度の売上高（IFRS）

4,833億円

930億円

792億円

870億円

272億円
652億円

2,070億円 448億円

味の素グループの
事業拡大モデルと成長の源泉
味の素グループは、池田菊苗博士が発見した「うま味」を創業者である二代鈴木三郎助
がうま味調味料「味の素®」として製品化したことから、その歴史が始まりました。
うま味物質であるグルタミン酸がアミノ酸の一種であることからアミノ酸をベースとし
た研究に取り組み、培ってきた独自の先端バイオ・ファイン技術を軸に、「食品」と「アミノ
サイエンス」の事業を展開しています。

味の素グループは、現在35の国・地域で、事業を展開しています。
主な法人・工場をご紹介します。

グローバルネットワーク（2018 年 7 月 1 日現在）

35の国・地域（日本を含む）
【うち生産工場　世界24の国・地域　122工場（日本：44工場、海外78工場）】
● 当社地域本部、法人
▲ 調味料・加工食品・冷凍食品・飲料工場 90
▲ アミノ酸・化成品工場  23
▲ 医薬工場     1
▲ その他工場     8

クパチーノ
オンタリオ

ロンドン

ラゴス
アビジャン

チェンナイ
ヤンゴン

バンコク
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タイ味の素社 ●▲▲▲▲▲▲
タイ味の素販売社 ●▲
タイ味の素ベタグロ冷凍食品社 ●▲
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インド味の素社 ●▲
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上海味の素アミノ酸社 ●▲
上海味の素食品研究開発センター社 ●
上海味の素調味料社 ●▲
連雲港味の素如意食品社 ●▲
連雲港味の素冷凍食品社 ●▲
アモイ・フード社 ●▲▲
アモイ味の素ライフ如意食品社 ●▲
アモイ味楽如意食品社 ●▲
味の素（香港）社 ●
上海艾貝棒食品社 ●▲

味の素オムニケム社 ●▲▲

ポーランド味の素社 ●▲
味の素 JAWO社 ●▲

アグロ２アグリ社 ●▲

欧州アフリカ本部 ●
ヨーロッパ味の素社 ●
味の素ユーロリジン社 ●▲
欧州味の素食品社 ●▲
フランス味の素冷凍食品社 ●

アミアン
パリ

ヴェッテレン

ハンブルグ

ワルシャワ

モスクワ

※ 1　生産工場は包装工場も含みます
※ 2　地図上に表示されていない工場もあります

カンボジア味の素社 ●▲

ミャンマー味の素食品社 ●▲▲

味の素ラクソンパキスタン社 ●
プノンペン

イスタンブール

イスタンブール味の素食品社 ●▲▲▲▲

カイロ

バレンシア

エジプト味の素食品社 ●

西アフリカ味の素社 ●▲

ポートランド エディビル

メキシコシティー

シカゴ

リマ

サンパウロ

フォートリー

ローリー

英領ヴァージン諸島

北米本部 ●
味の素ヘルス・アンド・ニュートリション・ノースアメリカ社 ●▲▲
味の素アニマル・ニュートリション・ノースアメリカ社 ●▲
味の素アルテア社 ●▲
味の素フーズ・ノースアメリカ社 ●●▲▲▲▲▲▲▲▲
味の素東洋フローズンヌードル社 ●▲
味の素ファインテクノUSA社 ●
キャンブルック セラピューティクス社 ●

ラテンアメリカ本部 ●
ブラジル味の素社 ●▲▲▲▲
味の素アニマル・ニュートリション・ブラジル社 ●▲

ペルー味の素社 ●▲

メキシコ味の素社 ●  

■ 沖縄味の素（株）

■ 北海道味の素（株）

■ NRIシステムテクノ（株）

東北支社

本社

北陸支店 

名古屋支社

大阪支社

九州支社

中四国支店

●　本社
●　支社・営業部
●　支店・営業所
●　事業所・工場
■　グループ会社

【東京】
● 東京支社
● 広域営業部
■ 味の素アニマル・ニュートリション・グループ（株）
■ 味の素エンジニアリング（株）
■ （株）味の素コミュニケーションズ
■ 味の素AGF（株）
■ 味の素トレーディング（株）
■ 味の素トレジャリー・マネジメント（株）
■ 味の素物流（株）
■ 味の素ベーカリー（株）
■ 味の素ヘルシーサプライ（株）
■ 味の素冷凍食品（株）
■ 川研ファインケミカル（株）
■ （株）J-オイルミルズ

【川崎】
● 川崎事業所
■ 味の素パッケージング（株）
■ 味の素ファインテクノ（株）
■ クノール食品（株）

● 東海事業所

 ● 九州事業所

■ ヤマキ（株）

国内ネットワーク
（2018 年 7 月 1 日現在）

サンディエゴ

サパコール社 ●▲ 

プロマシドール・ ホールディングス社●

グアヤキル

ブラカン

セブ

ダッカカラチ

バングラデシュ味の素社 ●▲

■ （株）ジーンデザイン
関東支店

■ 日本プロテイン（株）
■ デリカエース（株）  



［味の素株式会社  会社概要  2018］

◉代表取締役 取締役会長

伊藤 雅俊

◉代表取締役 取締役社長 
　最高経営責任者

西井 孝明

◉代表取締役 専務執行役員
高藤 悦弘
食品事業本部長、広告、オリンピック・パラリンピック推進室

福士 博司
アミノサイエンス事業本部長

◉取締役 専務執行役員
栃尾 雅也
グローバルコーポレート本部本部長、兼 コーポレートサービス本部本部長

◉取締役 常務執行役員
木村 毅
研究開発統括、
グローバルコーポレート本部副本部長、兼 コーポレートサービス本部副本部長

◉社外取締役
橘・フクシマ・咲江
齋藤 泰雄
名和 高司

◉各事業区分の主要製品
【日本食品】 「味の素®」、「ほんだし®」、スープ、マヨネーズ、
 冷凍食品、コーヒー等
【海外食品】 「味の素®」、風味調味料、即席麺、飲料、 冷凍食品、 
 核酸系調味料、「パルスイート®」等
【ライフサポート】  飼料用アミノ酸、「JINO®」、
 ABF（半導体パッケージ用層間絶縁材料） 等
【ヘルスケア】 医薬用・食品用アミノ酸、医薬品中間体及び原薬、
 「グリナ®」、「アミノエール®」、    「アミノバイタル®」等

◉連結決算（単位） 2017年度 2016年度
売上高 （百万円） 1,150,209 1,091,195

事業利益※１ （百万円） 97,322 96,852

親会社の所有者に帰属する当期利益 （百万円） 60.741 53,065

資産合計 （百万円） 1,425,859 1,350,105

基本的１株当たり当期利益 （円） 106.84 92.81

親会社所有者帰属持分当期利益率（ROE） （％） 9.7 8.7

※１：当社が経営管理のため独自に定義した利益指標。
　　 事業利益（連結ベース）＝売上高 ー 売上原価 ー 販売費・研究開発費及び一般管理費 ＋ 持分法による損益

◉2017年度事業区分別売上高
事業区分 単位：億円 （比率）

日本食品 3,841 （33％）
海外食品 4,647 （40%）
ライフサポート 1,342 （12％）
ヘルスケア    1,042 （9％）
その他    627 （5％）

◉2017年度地域区分別売上高
地域区分 単位：億円 （比率）

日本  5,223 （45％）
アジア  2,739 （24％）
米州  2,391 （21％）
欧州   1,147 （10％）

富樫 洋一郎

◉常勤監査役 

田中 靜夫

◉社外監査役

天野 秀樹
公認会計士

土岐 敦司 
弁護士

村上 洋

杉森 正也
中国本部長

馬島 英治
ヨーロッパ味の素社 副社長

本山 浩
ソリューション＆イングリディエンツ事業部長、兼 生活者解析・事業創造部長

谷 昌浩
グループ調達センター長

ダニエル ベルコビッチ
味の素ユーロリジン社 社長

グイネット ボンパス
欧州アフリカ本部副本部長、兼 製薬カスタムサービス部長

坂本 次郎
プロマシドール・ホールディングス社 取締役

森島 千佳
家庭用事業部長

田村 光司
生産統括センター長

香田 隆之
生産戦略部長、環境・安全・基盤マネジメント

深瀬 成利
東京支社長

横田 忠彦
味の素ファインテクノ（株） 社長

田 浩志
川崎事業所長、兼 川崎工場長

中野 哲也
グローバル財務部長、兼 財務・経理部長

柏倉 正巳
味の素アニマル・ニュートリション・ノースアメリカ社 社長

柏原 正樹
食品研究所 技術開発センター長

小島 淳一郎
研究開発企画部長

佐々木 達哉
経営企画部長

川名 秀明
食品生産統括センター長

デイビッド エンロー
味の素アルテア社 社長

正井 義照
化成品部長

本橋 弘治
食品事業本部 副事業本部長

松澤 巧
人事部長、グローバル人事

ベルナルド クレイルマン
味の素フーズ・ノースアメリカ社 社長

◉執行役員 

村林 誠
コーポレート戦略

尾道 一哉
イノベーション研究所長

小松 俊一 
欧州アフリカ本部長

◉常務執行役員

野坂 千秋
食品研究所長、ダイバーシティ推進担当

竹内 秀樹 
食品事業本部副事業本部長

倉田 晴夫
食品事業本部副事業本部長

倉島 薫
アセアン本部長

児島 宏之
アミノサイエンス事業本部副事業本部長、兼 バイオ・ファイン研究所長

藤江 太郎
グローバルコーポレート本部副本部長、兼 コーポレートサービス本部副本部長、
働き方改革担当

黒崎 正吉
ラテンアメリカ本部長

吉宮 由真
グローバルコーポレート本部副本部長、兼 コーポレートサービス本部副本部長

役員 （2018 年 7 月 1 日現在）

財務ハイライト （2018 年 3 月 31 日現在）

1908年（明治41） 池田菊苗博士がうま味調味料グルタミン酸ナトリウムの
 製造法特許取得
1909年（明治42） 二代鈴木三郎助うま味調味料「味の素®」
 一般販売開始【創業の日5/20】
1910年（明治43） 台湾に特約店設置
1917年（大正6） ニューヨーク事務所開設
1918年（大正7） 上海出張所開設
1927年（昭和2） シンガポール事務所開設
1956年（昭和31） ブラジル味の素社設立
1958年（昭和33） ユニオンケミカルズ社設立（現フィリピン味の素社）
1960年（昭和35） タイ味の素社設立
1963年（昭和38） 「ケロッグ®」コーンフレーク発売
1964年（昭和39） 「クノール®スープ」発売
1965年（昭和40） 飼料用リジン発売
1969年（昭和44） インドネシア味の素社設立
1970年（昭和45） 「ほんだし®」発売
1972年（昭和47） 「味の素KKの冷凍食品」発売
1973年（昭和48） 米国ゼネラルフーヅ社との提携（コーヒー）
1974年（昭和49） ユーロリジン社設立（現味の素ユーロリジン社）（フランス）
1978年（昭和53） 中華合わせ調味料「Cook Do®」発売
1980年（昭和55） 米国 FDAによりグルタミン酸ナトリウムの安全性が再確認される
1984年（昭和59） 甘味料「Pal Sweet® 1/60」発売
1987年（昭和62） 国連の諮問機関でグルタミン酸ナトリウムが安全なものとして最終評価
1991年（平成3） ウエスト・アフリカン・シーズニング社設立（ナイジェリア）
 B&W-Vietnam社設立（現ベトナム味の素社）
2011年（平成23） 「アミノインデックス®がんリスクスクリーニング」事業開始
2013年（平成25） 東洋水産（株）との提携（即席麺）
2014年（平成26） 京都大学 iPS細胞研究所との共同開発（再生医療培地）
2015年（平成27） 長谷川香料（株）との提携（発酵ナチュラルフレーバー）
 味の素ウィンザー社発足（米国）
2016年（平成28） プロマシドール・ホールディングス社（英領ヴァージン諸島）の株式33.33％を取得
 （株）ジーンデザインの全株式を取得
2017年（平成29） 味の素グループ グローバルブランド ロゴ（AGB）導入
 LTS社（フランス）を買収（フランス味の素冷凍食品社として2018年7月発足）

池田菊苗博士

池田菊苗博士が昆布から抽出した
グルタミン酸（1908年）

二代鈴木三郎助

発売当時の「ほんだし®」（1970年）

味の素（株）本社ビル

沿革

味の素グループの事業規模 （2018年4月 1日現在）

事業展開エリア 商品展開エリア 生産工場数

研究開発要員2017年度売上高

35の国・地域 130 超の国・地域 123工場

従業員数

34,452人
※2018年3月31日現在　

1兆1,502億円 1,700人以上

味の素グループの事業規模 （2018 年 4 月 1 日現在）

◉会社概要
【商号】 味の素株式会社
【本社所在地】 〒104-8315　東京都中央区京橋一丁目15番1号
【電話番号】 03（5250）8111（代）
【ホームページアドレス】 http://www.ajinomoto.com/jp/
【創業年月日】 1909年5月20日
【設立年月日】 1925年12月17日
【資本金】 79,863百万円（2018年3月31日現在）
【従業員数】 単体3,464名　連結34,452名（2018年3月31日現在）
【決算期】 3月31日本冊子は、FSC認証紙および植物油インキを使用しています。

◉味の素株式会社　国内組織および連絡先

◉主な国内関係会社

本社（代表） .....................................................〒104-8315　東京都中央区京橋一丁目15番1号 .............................................................................................................（03）5250-8111
【食品事業本部】 
食品統括部 ....................................................〒104-8315　東京都中央区京橋一丁目15番1号 .............................................................................................................（03）5250-8241
東京支社 .........................................................〒108-0074　東京都港区高輪四丁目10番8号 京急第7ビル5階 ..........................................................................（03）5798-8600
関東支店 .........................................................〒338-0081　埼玉県さいたま市中央区新都心4番地3 ウェルクビル2階 .............................................................（048）600-3780
大阪支社 .........................................................〒530-0005　大阪府大阪市北区中之島六丁目2番57号 味の素グループ大阪ビル9・10階......................（06）6449-7300
中四国支店 .....................................................〒730-0041　広島県広島市中区小町6番2号 .....................................................................................................................（082）247-1111
九州支社 ..........................................................〒812-0013　福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目7番27号  TERASOⅡ9・10階 .........................................（092）451-1111
名古屋支社 ....................................................〒466-8554　愛知県名古屋市昭和区阿由知通二丁目3番地.......................................................................................（052）735-8500
北陸支店 .........................................................〒921-8042　石川県金沢市泉本町一丁目8番地 ................................................................................................................（076）243-5211
東北支社 .........................................................〒980-0011　宮城県仙台市青葉区上杉二丁目3番11号 ..............................................................................................（022）227-3111
広域営業部 ....................................................〒108-0074　東京都港区高輪四丁目10番8号 京急第7ビル5階 ..........................................................................（03）5798-8617
川崎事業所 .....................................................〒210-8681　神奈川県川崎市川崎区鈴木町1番1号 ......................................................................................................（044）222-1114

【アミノサイエンス事業本部】 
アミノサイエンス統括部 ...........................〒104-8315　東京都中央区京橋一丁目15番1号 .............................................................................................................（03）5250-8136 
東海事業所 ....................................................〒510-0885　三重県四日市市大字日永1730番地 ...........................................................................................................（059）346-0111
九州事業所 .....................................................〒840-2193　佐賀県佐賀市諸富町大字諸富津450番地 ..............................................................................................（0952）47-2211

味の素アニマル・ニュートリション・グループ（株） ...〒104-0031　東京都中央区京橋二丁目14番1号 .............................................................................................................（03）3561-1888
味の素エンジニアリング（株） ..................〒144-0052　東京都大田区蒲田五丁目13番23号 TOKYU REIT蒲田ビル2階 .................................................（03）5480-5065
（株）味の素コミュニケーションズ ..........〒104-0032　東京都中央区八丁堀二丁目9番1号 ...........................................................................................................（03）3555-1771
味の素AGF（株） .........................................〒151-8551　東京都渋谷区初台一丁目46番3号 シモモトビル ..............................................................................（03）5365-8900 
味の素トレーディング（株） .......................〒135-0091　東京都港区台場二丁目3番1号  トレードピアお台場11階 ............................................................（03）3528-4411
味の素トレジャリー・マネジメント（株） ..〒104-8315　東京都中央区京橋一丁目15番1号 .............................................................................................................（03）5250-8676
味の素パッケージング（株）......................〒210-0801　神奈川県川崎市川崎区鈴木町1番1号 ......................................................................................................（044）332-3170
味の素ファインテクノ（株） .........................〒210-0801　神奈川県川崎市川崎区鈴木町1番2号 ......................................................................................................（044）221-2370
味の素物流（株） ...........................................〒104-0033　東京都中央区新川一丁目17番24号 ..........................................................................................................（03）5542-3636
味の素ベーカリー（株） ..............................〒104-0031　東京都中央区京橋一丁目19番4号 .............................................................................................................（03）5250-8370
味の素ヘルシーサプライ（株） .................〒104-0031　東京都中央区京橋一丁目19番8号 京橋OMビル6階 .....................................................................（03）3567-0051
味の素冷凍食品（株） .................................〒104-0061　東京都中央区銀座七丁目14番13号日土地銀座ビル ........................................................................（03）6367-8600
NRIシステムテクノ（株）...............................〒240-0005　神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134番地 ..........................................................................................（045）336-8000
沖縄味の素（株） ...........................................〒900-0004　沖縄県那覇市銘苅三丁目1番40号 .............................................................................................................（098）868-5512
川研ファインケミカル（株） ........................〒103-0012　東京都中央区日本橋堀留町二丁目3番3号 .............................................................................................（03）3662-5891
クノール食品（株） ........................................〒213-8505　神奈川県川崎市高津区下野毛二丁目12番1号 ....................................................................................（044）811-3111
（株）J-オイルミルズ ....................................〒104-0044　東京都中央区明石町8番1号 聖路加タワー ............................................................................................（03）5148-7100
デリカエース（株） .........................................〒362-0013　埼玉県上尾市上尾村字吉田1345番地 .....................................................................................................（048）778-1711
日本プロテイン（株） ...................................〒326-0337　栃木県足利市島田町575番1号 ...................................................................................................................（0284）73-0111
北海道味の素（株） ......................................〒063-0801　北海道札幌市西区二十四軒一条四丁目6番11号 ...............................................................................（011）643-8411
ヤマキ（株） ......................................................〒799-3194　愛媛県伊予市米湊1698-6 ...............................................................................................................................（089）982-1231　

＊国内の連結子会社、持分法適用会社、その他冠称会社は47社［味の素（株）を含む］（2018年4月1日現在）です。   　　　　　　




