
カスミグループはお客さまのためにある
お客さまのご利益を最優先に、お客さまの立場に立って考え行動する

そして、地域の発展と繁栄をねがって地域に深く根ざした企業でありたい
For the “Customers” & For the “Community”

お 客 さま の た め に
企業理念
Mission

「大きさ」や「強さ」を誇る企業より
『お客さまと時代に適応し続ける企業』になりたい

Changing & Learning with the Customers

経営理念
Vision

カスミは、「よろこびを分かちあえる食卓づくり」を使命とします。

いつだって食卓には夢があります。だれだって食卓には希望をもちます。
その夢や希望を育むために私たちの仕事はあります。

私たち一人ひとりは決して強くはありません。
でも人をつなぐ絆の強さ、地域への想いの強さは私たちの誇り。だれにも負けない自信があります。

人をしあわせにできるのが私たちの仕事、だから自分たちもしあわせになれると信じます。
よろこんでいただくことをよろこびにカスミはだれもが安心・元気・笑顔になれる

商品とサービスの提供をお約束します。

価値観
Corevalue

最良の企業になるのではなく、地域の一店一店を最良にしたい
たった一店しかなかったときのような思いで地域に根づかせたい

「個」を最良にするためにだけ「全体」が機能したい
そして社会に責任と貢献を果たし続ける企業でありたい

“Business is Local” & “System is Global” & “Activities are Sustainable”

経営方針

株式会社カスミ
〒305-8510  茨城県つくば市西大橋599-1
TEL 029-850-1850
Webサイト https://www.kasumi.co.jp/

環境に配慮した植物油
インキで印刷しています
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環境・社会貢献活動報告書



2020 2020 2020 2021

1961年6月16日、カスミは最初の店舗を石岡市に開店い

たしました。以来60年の間、「大きさ」や「強さ」を誇る企

業より、『お客さまと時代に適応し続ける企業』になりたい、

との思いで、地域に一店、また一店と開店させていただき、

茨城県を中心に北関東、千葉、埼玉、東京に店舗ネットワークを有する企業に成長させてい

ただきました。現在はユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社の主要な

事業会社として関東最大のスーパーマーケットチェーンの一翼を担っています。

しかし、店舗に対する思いは不変です。「地域の一店一店を最良にしたい、たった一店しか

なかったときのような思いで、地域に根づかせたい」、カスミは何よりも地域に根ざすことを目

指し、地域のお客さまを最優先に、責任と貢献を果たし続けていく企業であり続けたい、従

業員全員がそのように考えています。

今、時代は大きく変わろうとしています。生活様式や新しいデジタル技術、食に対する考え

方や行動も転機を迎えていると思います。

新しい生活をお客さまに楽しんでいただくために、カスミは積極的に新たな技術や新たな顧

客接点の構築に挑戦してまいります。より便利で、よりスマートで、より明るく健康的な生活

をお客さまに楽しんでいただくために、素早く、しかもグローバルに行動し、出店地域が幸せ

なコミュニティになるために貢献してまいります。

そのために必要なこと、それは人間性の重視です。お客さまへのホスピタリティ、従業員同

士のチームワーク、そして「自主自律」のヒューマンネットワークこそが、企業を素晴らしいも

のにし、社会にとって必要とされる存在になるための条件だと考えます。

「いつも隣にはカスミがあってうれしい」そんな企業になるために、カスミは日々努力を続け

ていきたいと思います。

山本 慎一郎
代表取締役社長

Yamamoto Shinichiro

移動スーパー オフィスマ
（無人店舗）

オンラインデリバリー
（ネットスーパー）

タクシーお買い物代行
（アプリ活用）鮮度のよい商品と便利さ

をご提供する標準店舗
エブリデイ・ロー・プライス
を追求する価格訴求型店舗

料理と食生活をご提案する
フラッグシップ店舗

埼玉県
33店舗

東京都
2店舗

茨城県
106店舗

栃木県
7店舗

群馬県
4店舗

千葉県
35店舗

合計187店舗
※2021年4月末現在

その街でいちばん

暮らしに寄り添う

スーパーマーケットになりたい。

新規オープン＆改装店舗 � 2020.3.1

▲

2021.4.23

2020
フードマーケットカスミ土合店　3/20
フードマーケットカスミ鹿嶋スタジアム店　7/24

2021
フードマーケットカスミ三郷駅前店　3/1
フードスクエアカスミテクノパーク桜店　4/23

創立60年を越えて、新たな時代に創立60年を越えて、新たな時代に

適応する企業を目指します適応する企業を目指します

フードスクエア
カスミ結城店　9/25

フードスクエア
カスミ匝瑳店　11/13

フードスクエア
カスミ馬渡店　1/22

フードマーケット
カスミ利根町店  12/17
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地域と連携するカスミのSDGs

そもそも、SDGsって何だろう?
目標ってどうなっているの?

そして、具体的にはどんな行動ができるといいの?

共生社会の実現を目指して、カスミはSDGsに取り組んでいます! 

2015年に193か国が取り組みを合意したSDGsには、カスミのビジョンをより未来志向にするアイデアがたくさん隠れています。
カスミビジネス変革本部SDGs推進では、日常の中の課題をSDGsの視点で捉え、従業員が情報を共有、目標を合意し、取り組むためのサポートをしています。

地域包括
連携協定

店頭資源
回収量

食育体験学習
参加者総数

女性活躍 障がい者
雇用

フードバンク

10
自治体数

111店舗 3,272t 155,428人
（2020年度） （2003〜2020年度）（2021年2月末） （2021年2月末） （2021年2月末）（2021年2月末）

17人 344人

包括連携協定を締結した自治体
茨城県／つくばみらい市／守谷市／常総市／
つくば市／利根町／八千代町／土浦市／
下妻市／三芳町

災害時の物資の供給協定を締結した自治体等

茨城県

茨城県/守谷市/日立市/筑西市/
ひたちなか市/笠間市/茨城町/東海村/
つくば市/神栖市/取手市/下妻市/
結城市/行方市/かすみがうら市/
利根町/阿見町/石岡市/八千代町/
土浦市/常総市/常総市広域消防/
牛久市/つくばみらい市/美浦村

埼玉県
三郷市/宮代町/春日部市内地区/
三芳町/桶川市/鴻巣市/
匝瑳市横芝光町消防組合

千葉県 我孫子市/東金市/多古町/八千代市
栃木県 壬生町
群馬県 桐生市

実施店舗数 女性管理職

包括連携協定

フードバンク 実施店舗数

食育体験学習参加者

茨城県茨城県
栃木県

群馬県

埼玉県

東京都

千葉県

茨城県

下妻市下妻市

常総市常総市

八千代町八千代町 つくば市つくば市

土浦市土浦市

つくばみらい市つくばみらい市
守谷市守谷市

三芳町三芳町
利根町利根町

5,696人

1,509人

576人

891人

81人

244人

6店舗

4店舗

16店舗

10店舗

SDGsは、2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開
発のための2030アジェンダ」の中で示された2030年までに達成す
べき17の国際目標。貧困・飢餓の撲滅や地球環境の保全、社会・経
済的な平等など、「誰一人取り残さない」社会の実現を目指し、経済・
社会・環境の広範な課題に総合的に、すべての国と当事者が役割を
もって行動することが期待されています。

SDGsとは?
持続可能な開発目標

エス・ディー・ジーズ

その街でいちばん

地域のことをみんなといっしょに考える

スーパーマーケットになりたい。
カスミはすべての人が地域の中でいきいきと暮らせる共生社会の実現のため、さまざまな活動に取り組んで

います。たとえば地域の農業生産者と取り組む地産地消の推進、移動スーパーによる買い物機会の拡大、フー

ドバンクによる食品の有効活用など、地域の課題を共に考え解決していくことを目指します。

75店舗

（2020年度）
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コロナ禍で3密を避けたいというお客さまのニーズが高まっています。カスミは、店舗の感染症対策を徹底

するとともに、レジを通らない非接触型の決済システムの導入や専用アプリを使った商品配送、お買い物代行サー

ビスなど、デジタル技術を活用した安全・安心で便利なお買い物体験の提供に努めています。

スーパーマーケットになりたい。

デジタルを活用し

いちばん安全・安心・便利な

店内で商品を選びながら、お客さまのスマホでバーコードをスキャンしてお買い物終了!そのまま店外にゴー!
お客さまにとって大きな負担であるレジ待ち時間と接触型決済はこれまでスーパーの当たり前でした。
これからは「レジ待ち不要」、「非対面決済」が可能、さらに「お買い物中に合計金額」が分かります。“Withコロナ”
を前提にした新しいお買い物体験をご提案します。

セルフレジ デジタルサイネージ

デ ジ タ ル 資 源 の 組 み 合 わ せ で 買 い 物 弱 者 を 支 援

店舗の感染症対策（アクリル板の設置） 店舗の感染症対策（タッチパネルの消毒）

ネットや電話注文で
個別宅配

移動スーパーで
定期配送

自治体と連携
無人店舗＋憩いの場

食事の出前

買い物代行

宅　配

移動販売

買い物場所の開設

移動手段の提供

コンパクトシティ

物流効率化

将来はこんなことにも…

Scan&Go Ignicaで便利にお買い物♪
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従業員向けヘルスサポート

1.心と身体の健康づくり

●�定期健康診断の完全実施と二次健康診
断受診率の向上

●特定保健指導の実施率向上

●保健師による職場巡回健康相談の実施

2.職場環境整備

●敷地内完全禁煙の推進

●長時間労働の削減

3.健康意識の向上

●従業員向けヘルスサポートの実施

従業員の健康的な生活をサポートするため、

健康測定や野菜の摂取状況をもとに管理栄養

士・栄養士が食生活の提案や健康アドバイスを

行っています。

主な取り組み内容

社会でいちばん

会社になりたい。

はたらく人の心と体の健康に熱心な
「健康経営」とは、従業員の健康管理を経営的視点から考え、

戦略的に実践することです。企業理念に基づき、従業員の健康

に配慮することで、経営面においても大きな成果が期待できます。

Withコロナの時代、カスミは従業員の健康維持・増進を重要な

経営課題の一つとしてとらえ、従業員の心身の健康をサポートす

るとともに、家族との交流や趣味・娯楽の充実、社会活動への

参加などを奨励し、“社会的な健康”の推進にも取り組みます。

社長を健康づくり責任者とし、カスミ・

グループ各社、健康保険組合、労働組合

が一体となり、従業員組合や産業医等と

連携して、従業員および家族の心と身体

の健康保持・増進を図るための施策等に

取り組みます。

推進体制

カスミの健康経営

カスミは、企業が健全であるためには、従業員一人ひとりが心身共に健康であることが重要だと考えます。

そこで経営課題の一つに「健康経営」を掲げ、企業として従業員の健康管理・健康づくりをサポートしていま

す。健康経営を推し進めながら、食を通じ地域のお客さまの健康にも貢献していきます。

会�社

労働組合 健保組合

従業員

8 9



カスミの食品寄付の仕組み

カスミ店舗

社内ルールに基づき賞味・
消費期限が切れる前に売
り場から撤去した食品

寄付 提供

提供

出
店
エ
リ
ア
の
フ
ー
ド
バ
ン
ク 福祉施設など

生活困窮家庭

2016年度       2017年度       2018年度       2019年度       2020年度

5

40

70

82

111
（店舗）フードバンク活動取り組み店舗数の推移

0

20

40

60

80

100

120

削減と削減と廃棄物の廃棄物の

SDGsでは食品廃棄物の半減など

廃棄物の大幅な削減という目標が

掲げられています。カスミは販売

期限外でも賞味期限のある食品の

フードバンクへの寄付や地域循環

型農業への利活用、資源物の店頭

回収によるリサイクルの促進など

を通じ、廃棄物の削減に取り組ん

でいます。

フードバンク活動
販売管理のために売り場から撤去した賞味期限・消費期限前の食品を、

出店地域のフードバンクや社会福祉協議会を通じて生活困窮者や子

ども食堂へ贈る活動を、2021年2月末現在111店舗で実施しています。

資源物回収活動
店頭のリサイクルステーションには、スプレー缶などリサイクル

できない物が混じっている場合があり、回収用の袋に異物が入る

と産業廃棄物と見なされてしまいます。店舗ではお客さまからご

協力いただいた資源物を従業員が協力して異物が混ざっていな

いか最終確認を行い、より多くの資源物回収につなげています。

2016年度　2017年度　 2018年度　2019年度　2020年度

2,420 2,562
2,772

（ｔ）
店頭資源回収量の推移

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2,922
3,272

リサイクルステーション
地域のお客さまの協力を得て、牛乳パックやアルミ缶・スチール缶、

食品トレイ、透明容器、ペットボトル、ペットボトルキャップ、古

紙など資源物の回収を行っています。

1 地域の廃棄物削減とリ サイクル

課  題
・ 食品廃棄物のさらなる削減と利活用

・ 地域の廃棄物のさらなる削減

・店頭資源回収量のさらなる拡大

・フードバンク実施店舗
　「111店舗（2020年度）→140店舗」拡大
・店頭資源回収量
　「3,272t（2020年度）→3,400t 」拡大
・ 分別の徹底による資源物回収の拡大

目 標

地域社会と共に

進めるカスミの

カスミ店舗にある地域のリサイクル拠点

店舗の従業員が協力して

廃棄物とリサイクル率

2020年度の廃棄物総排出量は35,709tで、このうち23,537t
（65.9％）をリサイクルしました。食品のリサイクル率は

58.1％で、食品リサイクル法で設定された食品小売業の
2024年度までの実施率目標の60％を目指しています。

カスミの廃棄物リサイクルの割合
リサイクル物65.9％ 廃棄物34.1％

（23,537t） （12,172t）

段ボール

発泡スチロール

紙類・プラ
（古紙・下ボール・PPバンド）

魚のあら

（19,696t）
55.1％

（8,867t）
24.8％

（236t）0.7％

（3t）0.1％

（531t）1.5％

廃油
（484t）1.3％　　

（1,213t）3.4％

（1,086t）3.0％

（1,377t）3.9％

（2,216t）6.2％

生ごみ（たい肥化等）

生ごみ（焼却）

可燃ごみ（焼却）

不燃ごみ

粗大ごみ

カスミの食品リサイクルの割合
リサイクル物58.1％ 廃棄物41.9％

生ごみ
（焼却）魚のあら

廃油

生ごみ
（たい肥化等）

41.9％22.9％

26.0％

9.2％

リサイクルにリサイクルに 取り組んでいます取り組んでいます2020年8月、こども食堂を支援・運営する
団体とフードバンク活動協定を締結
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✔茨城県の小型家電リサイクルに協力

✔ペットボトルキャップ運動

全店舗で回収したペットボトルキャップの
売却金の寄付を通して、途上国の子ども
たちにワクチンを届ける活動に協力してい
ます。

レアメタルが多く含まれる携帯電話など小
型家電の効率的なリサイクルシステムの
構築を目指す茨城県の取り組みに、2021
年4月末現在、26店舗で協力しています。

✔カスミリサイクルセンター

店舗で回収した資源物の選別・圧縮・梱包
を行い、専門のリサイクル工場と協力してさ
まざまな製品にリサイクルしています。

適正な分別
リサイクル

食品残さ
リサイクル

資源物
リサイクル

企業活動から発生する廃棄物を減らすため、店舗

や事業所での適正な分別とリサイクル、お客さま

にご協力していただき資源物のリサイクルに取り

組んでいます。また、食品資源の有効活用を目指

し、食品残さのリサイクルを推進しています。

循環型社会の推進循環型社会の推進

店舗でのリサイクル

✔ レジ袋削減運動

レジ袋の削減により、CO²排出量の削減、
海洋汚染の防止につなげます。2020年度
のレジ袋辞退率は84.9％で、販売したレ
ジ袋の収益金は地域の環境保全や食育、
災害支援などに役立てられます。

レ ジ 袋 収 益 金 の 寄 付 先 金　額
茨城県・森林湖沼環境基金 5,277,629円
千葉県・ちば環境再生基金 393,430円
埼玉県・彩の国みどりの基金 2,560,286円
栃木県・とちぎの元気な森づくり基金 3,132,892円
群馬県・ぐんま緑の県民基金 403,940円
東京都・板橋応援基金・すみだの力応援基金 231,822円
国連WFP協会 3,500,000円
5 A DAY協会 5,000,000円
茨城県・緑の募金 4,871,000円

環�境�会�計

環 境 保 全 コ ス ト の 分 類 2019年度 2020年度 主 な 取 組 内 容
事業エリア内
コスト

公害防止コスト（大気汚染防止、水質汚濁
防止、悪臭防止、騒音・振動防止） 56,073 48,111 ボイラ－保守、浄化槽・グリストラップのメンテナンス、

排気ダクトのメンテナンス、防音壁の設置等
資源循環コスト 540,871 586,537 生ごみリサイクル、廃棄物の処理費用
地球環境保全コスト 21,606 20,198 カスミ共感創造の森 第9回植樹祭、フロン適正処理

上・下流コスト 容器包装等の低環境負荷化 54,781 44,968 容器包装リサイクル法委託料
37,092 57,005 店頭回収に係る費用　他

管理活動コスト 環境情報の開示・環境広告 97,519 64,795 環境報告書、環境社会貢献担当部署の管理費等
環境負荷監視 7,628 7,584 廃棄物一元管理会社ビートルマネジメント管理費、

JWネット手数料
504 204 排水水質検査

自然保護、緑化、景観保持等 5,290 1,835 植栽管理
社会活動コスト 地域住民の環境活動支援等 299,398 204,000 レジ袋辞退者へのポイント還元、カ－ド、スタンプ等
合　計 1,120,762 1,035,237

環 境 効 果 の 内 容 2019年度 2020年度 効 　　　果 　（ 前 年 比 ）
事業エリア内コス
トに対応する効果

（店舗）

エネルギ－
の投入量

電気（千kWh) 292,240 291,990 原単位あたりで100.6％、総量で99.9％
ガス（km3） 714 716 原単位あたりで100.6％、総量で100.3％
水道（km3) 1,227 1,210 原単位あたりで96.4％、総量で98.6％

廃棄物の
排出等

総発生量（t) 35,779 35,709 前年比99.8%
リサイクル量(t) 22,392 23,560 前年比105.2％
リサイクル率(%) 62.6 65.9 3.3ポイント増

上・下流コストに
対応する
効果

店頭資源
回収量

牛乳パック、アルミ缶、食品
トレイ、ペットボトル（t） 2,922 3,272 111.9%

容器包装利用量（t） 2,410 2,436 101.1％
レジ袋の削減枚数（万枚） 18,272 12,065 お客さま1人あたりの購入枚数＝1枚で算出

内　　　容 2019年度 2020年度 効　　　果
リサイクルにより得られた収入（資源売却、発泡スチロール自
社リサイクル等） 336,127 272,952 店頭回収資源、段ボ－ル、発泡スチロ－ルの売却金等

レジ袋削減運動によるコスト削減 355,902 282,152 年間レジ袋推定仕入費用×（レジ袋削減枚数÷年間仕入枚数）
合　計 692,029 555,104

　環境保全効果

　環境保全コスト

　経済的効果

（単位：千円）

（単位：千円）

食品リサイクル
食品資源のリサイクル例
百姓倶楽部（茨城県下妻市）と

共に行うリサイクル例

✔食品残さのリサイクル

店舗から出る野菜くずなどの食品残さを、たい肥や
飼料などとしてリサイクルする活動を、2021年4月末
現在101店舗で実施。

食品残さからつくったたい肥で生産した野菜の売り場

たい肥化
して使用

生ごみ排出

農産物として
お店に戻る
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従業員による活動

天井にLED照明を導入した店舗

脱炭素社会への挑戦脱炭素社会への挑戦
私たちは事業活動で電気やガス、軽油などのエネル

ギーを使用することで、代表的な温室効果ガスであ

るCO²を排出しています。カスミは環境に配慮した

店舗・施設、リサイクル活動、従業員の取り組みな

どにより、CO²の削減に努めています。

自然共生社会の実現自然共生社会の実現
私たちの暮らしは、豊かな自然や生き物の恵みによっ

て成り立っています。カスミは地域の自然との共生

や生物多様性への貢献のため、植樹や清掃活動を行

うとともに、WWF（世界自然保護基金）ジャパンと

協働で子どもたちへの環境教育などを行っています。

✔省エネ効果の高い設備の導入
カスミのCO₂排出量の大半は店舗で使用さ
れる電気によるものですので、LED照明な
ど節電効果の高い設備を導入しています。

環境配慮型店舗

✔太陽光発電による削減
茨城・千葉・埼玉・群馬4県の31店舗で太陽光発
電を実施。さらに茨城県の2店舗では店舗で使用す
る電力の一部を賄っています。

WWFとの協働

✔ネイチャーキッズ特派員
WWFジャパンと協働で、2002年から環境
活動・教育の一環として小学4〜6年生を対
象に自然体験エコツアーを実施。2019年ま
での18回で延べ168人が参加しています。
2020年はコロナ禍により派遣を中止。作文
募集に応募した26人に「ネイチャーキッズ賞」
など各賞を贈呈しました。

【1】�無料配布カトラリー（スプーン・フォーク）
のバイオマス化

　　�→各店での設置が始まっています。

【2】3Lサイズレジ袋（有料）のバイオマス化
　　�→順次取り扱いを開始しています。

✔エコドライブの推進

従業員を対象に自家用車のエコドライブを推進。また、
各流通センターのドライバーがエコドライブを実践しています。

✔節電プロジェクト

店舗の継続的な節電を目的に、清掃・メンテ
ンスによる既存設備の改善、エアコンの使用を
控えるなど、従業員が日々取り組んでいます。

✔WWF募金活動への協力
WWFの自然保護を目的とした募金活動に全
社を挙げて協力、2020年度は総額6,278,870
円を寄付しました。

139,785t-CO2

75,441t-CO2

▲64,344t-CO2

OUTPUT合計 CO2 総排出量

C O 2総排出量
は、3Rによる削
減分を差し引
いた数値を表
示しています。

3 R による
CO2削減量

カスミは店舗・施設やお客さまと共に行うリサイクル活動、
商品・物流を通してCO²排出量の削減に取り組んでいま
す。2020年度は店頭リサイクルやレジ袋削減など3Rによ
り約6.4万tのCO²を削減、CO²の総排出量は約7.5万tと
なりました。

3RによるCO²削減
2020年度CO₂排出量

U.S.M.H環境の取り組み

2021年度もCO2削減と脱プラスチックを進めます
2020年度、U.S.M.Hグループ各社では「U.S.M.H環境基本方針」に基づき、資源

回収量の増加や廃棄物排出量、電気使用量の削減、プラスチック製スプーン・フォー

クの環境に優しい素材への転換などに取り組んできました。レジ袋が有料化されて

脱プラスチックへの社会的な関心が高まる中、U.S.M.Hグループは今後もCO2削減

や脱プラスチックへの取り組みを推進していきます。

U.S.M.H、マルエツ、カスミ、マックスバリュ関東では、これからもさまざまな環境への取り組みを推進していきます。

バイオマス配合素材への切り替え
お客さまにお渡しするプラスチック製品を、バイオマス（再生可能な生

物由来の資源）配合素材に切り替え、プラスチック使用量を削減します。

植物由来の
バイオマス素材を
30％使用

植物由来の
バイオマス素材を
25％使用

主 な 取 り 組 み
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取り組んでいます取り組んでいます

地域と連携し地域と連携し

SDGsでは「産業と技術革新の基盤

をつくろう」という目標が掲げら

れています。カスミは地域の農業

生産者や食品メーカーなどと協働

し、地産地消を進めることで、地域

産業の振興に取り組んでいます。

また、「住み続けられるまちづくり

を」の目標に関連して、買い物弱者

を支援する移動販売を通じて地域

の暮らしをサポートしています。

カスミの
地域商品と地元野菜

カスミの移動スーパー

2001年から地元生産者さまの協力のもと、長く愛され続けるふるさ

との味を「地域商品」として大切に販売しています。地元で採れた新

鮮な旬の野菜「地元野菜」は、約1,600人の生産農家さまの協力を得て

161店舗でお客さまにご提供しています。また、地元食品メーカーさ

まと共に、新たな地域商品の開発に取り組んでいます。

カスミ

行　政 地域社会

お買い物に
不便を感じて
いるお客さま

協力体制の強化

つくばみらい市

58か所

常総市

63か所
守谷市

45か所
土浦市

67か所

つくば市

95か所

笠間市

60か所

日立市

45か所

取手市

24か所

阿見町

57か所
※2021年4月末現在

お買い物が不便な地域に商品をお届けする移動販売を、行政や地

域社会と連携し、茨城県の8市1町で実施（2021年4月末現在）。生

鮮食品や惣菜、牛乳、パンなど約650品目をご提供しています。

2 地域の産業・暮らし

課  題
人口減少による地域産業の停滞、買い

物不便地域の拡大に対し、ますます行

政や地域社会、生産者との連携が必要

・地域商品の売上高
　 「260億円（2020年度）→295億円」

アップ
・移動スーパー実施エリアの拡大

目 標

地元生産者と協働

で振興を図る

地域のニーズに合わせ安心と健康をサポートする

産業振興・産業振興・

支援に支援に買い物弱者買い物弱者
2014年度　2015年度　 2016年度　2017年度　2018年度　2019年度　2020年度

億円
地域商品売上高の推移 （単位:億円）

0

50

100

150

200

250

300

36.7 40.3
55.4

73.1

111.5

209.5

260.2

移動スーパーの実施状況 茨城県
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だれもが暮らしやすい共生社会の実現を目指し、

地域の課題解決や文化・スポーツ振興、被災地支

援などに地域と連携しながら取り組んでいます。

また、買い物機会の拡大や利便性の向上などを目

的とした店舗・商品づくりを進めています。

共生社会の実現共生社会の実現

社会貢献活動

✔「わたしの企画」応援します！

✔EDLP（エブリデー・ロー・プライス） ✔eatime（イータイム）

カスミ本社を市民活動の交流、文化発
信の場として開放し、地域の皆さまの
手づくり企画の実現をサポートしています。

地域スポーツ支援

✔筑波大学蹴球部 ✔鹿島アントラーズ
茨城県つくば市の国立大学法
人筑波大学の認定する課外
活動組織「筑波大学蹴球部」
を公認スポンサーとして応援し
ています。

茨城県鹿嶋市、神栖市、潮来
市、行方市、鉾田市をホーム
タウンとするプロサッカークラブ

「鹿島アントラーズ」をクラブ
パートナーとして応援しています。

より便利で快適なお買い物体験

✔Scan&Go（スキャンアンドゴー）
商品のバーコードをスマートフォンで読み取り、レジを通らず
キャッシュレスでお買い物できるU.S.M.H独自の決済システ
ム。非接触型で安全・安心、しかも便利なお買い物体験の
提供を目的に、カスミ全店（一部店舗除く）に導入しています。

使用頻度の高い定番商品をお値ごろ価格で提
供する「共感プライス」、品質・価格が魅力の
イオンのPB「トップバリュ」の品揃えを強化。

U.S.M.Hグループのシナジー効果を
生かした高品質の PB。2021年2月
末現在、114商品を品揃えしています。

公益財団法人日本盲導犬協会と
共に、盲導犬に対する地域の理
解と育成支援の輪を広げるため
の場を設けています。

2020年度にフードスクエアカスミ柏千
代田店で開催されたちぎり絵作品展示会

✔サイクルサポートステーション
「つくば霞ヶ浦りんりんロー
ド」を利用するサイクリスト
をサポートするため、カスミ
の10店舗にて駐輪・休憩ス
ペースを設置しています。

自治体との連携・被災地支援

✔陸前高田市復興支援10年の節目
東日本大震災で被災した岩
手県陸前高田市の子どもた
ちを支援するため、カスミ
は2012年から復興支援カレ
ンダー『明

あしたごよみ
日暦』によるチャ

リティー募金活動を継続して
きました。この活動も10回
目の2021年版をもって「結び」となりました。これまでの皆
さまのご協力に感謝申し上げます。（2012年〜2021年の累
計寄贈金額146,460,683円）

✔災害時の物資の供給協定
大規模災害の発生時に、行政の要
請により食料や生活物資を優先的
に提供する物資の供給協定を38自
治体などと結んでいます。

✔茨城県などと包括連携協定を締結
地域の活性化など幅広い分野で連
携する「包括連携協定」を茨城県
のほか6市3町と締結しています。

買い物機会の拡大

✔オンラインデリバリー
従来のネットスーパー機能をさらに充実させた
オンライン商品配送サービス。PCやスマート
フォンでサービスを提供する店舗に商品を注
文、ご自宅への配送のほか、店頭での受け取
りもお選びいただけます。2021年5月末現在、
茨城・千葉・埼玉の17店舗で利用できます。

新たな店舗スタイルの開発

✔オフィススマートショップ（オフィスマ）
Scan&Goによるキャッシュレス決済が可能な無人
店舗。やさいバス事業の農産物の出荷・受け取り
場所としても機能。

カスミ本社のオフィスマ
「KASUMI LABO（カスミラボ）」

✔盲導犬育成の支援

©KASHIMA ANTLERS

価値ある商品の提供
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支援と子育て
取り組んでいます食育活動に

支援と

取り組んでいます食育活動に

子育て
食育インストラクターによる
出前学習の様子

店舗のクッキング・コミュニケー
ションでは、試食が中止される中、
メニュー提案を強化

2014年度    2015年度     2016年度   2017年度    2018年度   2019年度    2020年度

10,679人
9,776人

10,593人

13,894人
15,366人

18,010人

8,997人

5 A DAY食育学習参加児童・園児数の推移
2020年は出前学習に参加した児童・園児数

カスミ食育活動のあゆみ

2003年
食育活動スタート
全社で5 A DAY運動への取り組みを開始
児童を対象とした食育学習（スーパーマーケットツアー）開始

2004年 親子を対象とした収穫体験ツアー開始

2005年 親子を対象とした料理教室開始

2006年 食育士制度導入

2009年 園児を対象としたスーパーマーケットツアー開始

2014年 中高生を対象とした「弁当の日」の授業開始

2015年 シニアを対象とした食育の取り組み開始

2018年 ヘルスサポート開始

2019年 クッキングスタジオ（フードスクエアカスミひたちなか笹野店に開設）

2020年 食育出前学習を強化

SDGsの目標の多くに共通してい

るのは、だれ一人取り残さないと

いう平等の考え方。カスミはだれ

もが自分らしく輝けるダイバーシ

ティ企業を目指し、従業員の仕事

と家庭の両立支援を行っています。

また、「すべての人に健康と福祉を」

という目標の達成に向け、店舗を

中心に地域の皆さまの食と健康を

サポートする食育活動に取り組ん

でいます。

カスミいいねの森保育園 楽しく学ぶカスミの食育
内閣府の企業主導型保育事業を活用し、2019年7月に茨城県つくば市

の本社敷地内に開園、食育に力を入れているのが特徴です。従業員の

子育て支援はもとより、つくば市の待機児童対策への貢献を目指します。

2020年度、代表的な食育活動の「5�A�DAY食育学習」は、コロナ

禍のため店舗では開催できませんでしたが、万全の感染対策をし

て地域で実施。小学校や保育園などに出向いて食の大切さを伝え

る授業を行い、先生方からも喜ばれています。

3 地域の子育て・食育

課  題
従業員のだれもが活躍できる環境づく

りの推進、少子高齢化にともなう食と

健康に関する支援ニーズの高まり

従業員の子育て支援や地域の食育活
動のさらなる充実を図る

目 標

従業員の子育て支

援と地域への貢献 園児と小学生
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厚生労働大臣
「えるぼし」３つ星認定

子育てにやさしい企業と
して厚生労働大臣から

「プラチナくるみん」認定

子どもたちをはじめ地域の皆さまに、おいしく食

べて健やかな毎日を送っていただけるように食育

活動に力を入れています。また、だれもが自分ら

しく、やりがいを持って活躍できる環境づくりを

通して、ダイバーシティ企業を目指します。

食育・ダイバーシティ食育・ダイバーシティ

食�育

キャリアアップ

ダイバーシティへの対応

ワーク・ライフ・バランスの推進

✔ヘルスサポート

✔技術資格認定制度

✔障がい者雇用の推進

✔ワーク・ライフ・バランス ✔女性活躍推進

✔人材の育成

✔クッキングスタジオ

健康経営のもと、全従業員を対象に健康測定と管理
栄養士・栄養士による食生活の提案や健康アドバイス
を行っています。

仕事と家庭生活の両立
支援や就業時間の適正
化など、さまざまな制度
や取り組みを通じて従
業員の柔軟な働き方を
サポートしています。

女性管理職の登用などを進め、
2016年6月に茨城県で初めて女
性活躍推進企業の最高位、厚生
労働大臣認定「えるぼし」3つ星
を取得。

知識・リーダーショップ等を
学ぶ研修や自ら学べる通信研
修、公募セミナーを多数用意
して成長したい従業員をサポー
トしています。

地域の皆さまに料理を通した交流の場を提
供することを目的に、フードスクエアカスミ
ひたちなか笹野店内に開設した料理教室です。

食育関連の社内資格

✔食育インストラクター

✔食育士養成講座を修了した管理栄
養士・栄養士、食育士1級
の従業員29人（2021年4月
末現在）が、5 A DAY食育
学習の講師として活動。

お客さまへのさらなる食の情報
提供を目的に導入。2021年2月
末現在、1級23人、2級465人、
3級14,913人が認定を取得。

レジ・鮮魚・デリカ・青果・ベーカリーの
各部門で1〜3級の実技・筆記試験を実施。
2021年2月末現在、有資格者は2,353人。

店舗各部門の従業員の技術力の育成と効率
的な教育訓練を行う施設として、新入社員研
修や新店研修などに利用しています。

カスミで働く障がい者は法定雇用
率を上回る375人（2021年4月末
現在）。特例子会社のカスミみら
いでも27人が活躍しています。

✔トレーニングスクール
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2003 食 育 学 習 スー パ ーマ ー ケット
ツアー 開 始

カスミは「食育」を食に携わる企業の社会

的責任と考え、5 A DAY（ファイブ・ア・デ

イ）協会と連携して2003年に食育活動を

スタート。中でも重要な取り組みの一つであ

る食育学習「スーパーマーケットツアー」で

は、出店地域の児童や園児を店舗に招き、

ゲームや調理を楽しみながらバランスの良い

食生活について学ぶ機会を提供。これまで

に参加した児童・園児は延べ15万人を超え、

食育体験の場として定着しています。

カ ス ミ は 創 立 60 周 年

2021

1970

1980

2010

カスミは2021年6月に創立60周年を迎えました。これもひとえにお客さまや株主さま、お取引先さま

など皆さまからの長年にわたるご愛顧とご支援の賜物と厚くお礼申し上げます。これからも、「よろこびを

分かちあえる食卓づくり」を使命に商品やサービスを磨き上げ、100年愛されるスーパーマーケット企業を

目指してまいります。

1961

1961
株式会社霞ストアー設立

１号店が石岡金丸店にオープン

1976
生鮮加工センター完成稼働

2011
ネットスーパーサービス開始

2012
移動スーパーサービス開始

2015
株式会社マルエツ、マックスバリュ関
東株式会社と経営統合し、ユナイテッ
ド・スーパーマーケット・ホールディング
ス株式会社設立

2016
佐倉流通センター完成稼働

佐倉精肉加工センター完成稼働

カスミ初女性執行役員誕生

2018
株式会社カスミみらい設立（2019年
特例子会社認可）

2000

2003
イオン株式会社と業務・資本提携

2005
つくばエクスプレス（TX）開通に伴い、

沿線に積極出店

2006
カスミ初の女性店長誕生

2007
年間お客さま数延べ1億人突破

2009
株式会社カスミグリーン設立

1982
株式会社カスミストアー、東京証券取引
所第二部に株式を上場

1992
カスミつくばセンター完成

1999
カスミ100店舗達成

2000
カスミグループの本社をつくば市に
移転

1984
株式会社カスミストアー、東京証券取引
所第一部銘柄に指定

1985
事業多角化に伴い商号を株式会社カス
ミに変更

1987
株式会社ローズコーポレーション設立

1980
中央流通センター完成稼働

1967
神林照雄・霞ストアー社長に就任

1968
商号を株式会社カスミストアーに変更

2011 カスミ共 感 創 造 の 森 第 1 回 植 樹 祭

ふるさとの森を守り育て、次世代に引き継

ぐ長期的な活動として、2011年に茨城県笠

間市の「カスミ共感創造の森」で森林再生事

業をスタート。5月14日に第1回植樹祭を開催

し、お客さまや地元の皆さま、従業員など約

200人が参加しました。2019年までの9回の

植樹祭に延べ4,569人が参加、累計23,316

本の木を植えました。

2019
カスミいいねの森保育園開園

Scan&Go 導入開始

無人店舗（KASUMI LABO）運用開始

クッキングスタジオ開始

2020
オフィススマー
トショップ 運
用開始

1990

カスミ1 号 店 石 岡 金 丸 店 開 店

カスミ最初の店舗「石岡金丸店」が茨城県石岡

市に開店したのは、1961（昭和36）年7月のこと。

本部集中主義でチェーン展開を図るという理想を

掲げ、6年後の1967（昭和42）年には石岡金丸、

竜ヶ崎、鉾田、土浦の4店舗体制に。しかし、茨

城県土浦市の桜川土手沿いにあった当時の霞スト

アー（現在のカスミ）の本部は、バラック同然の

15坪ほどの木造平屋建て。社員はたったの5人。

それが、今日のカスミの出発点でした。

1961

2021年6月、おかげさまで

創 業 者

神林 照雄
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構造改革
オープン
関係性

Customer
Job·Well-being

Happiness

Environment

Sustainable

あらゆる人に
食を届ける

デジタル改革／新たなデジタル基盤

オープンな組織風土・戦略志向のリーダーシップ

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社は、
2015年3月に株式会社マルエツ、株式会社カスミ、マックスバリュ関
東株式会社の経営統合により、共同持株会社として設立されました。
お客さまのライフスタイルと食への期待が変化する中、「感動を生
む体験」として、①突き抜ける鮮度 ②商品と出会い ③エンリッチ、
そして ④「地域との繋がり」の創出、この4つの価値を提供できる新
フォーマットを創造し、地域社会に欠かすことのできない存在へと進
化すべく、取り組んでいます。

第2次中期経営計画概要 （2020 〜 2022年度）

基本方針 デジタルを基盤とした構造改革を推進し、次代の礎を築く
「あらゆる人に食を届ける」を目指して、協働と創発をくりかえす

会社概要
社　　　名 ／ ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社
代 表 者 ／ 代表取締役社長 藤田 元宏
本社所在地 ／ 東京都千代田区神田相生町1番地
設　　　立 ／ 2015年3月2日
資 本 金 ／ 100億円
事 業 内 容 ／ スーパーマーケット事業の管理

107

8
4

99

51

90

160

■グループ店舗数

（https://www.usmh.co.jp/）

直近の店舗数はU.S.M.Holdings
ホームページをご覧ください。

店舗数 営業収益
株式会社マルエツ 300店舗 3,979億円
株式会社カスミ 187店舗 2,895億円

マックスバリュ関東株式会社 32店舗 467億円
累　計 519店舗 7,338億円

■グループ営業収益

※店舗数は2021年4月末現在　※営業収益は2021年2月期連結決算数値

■カスミの事業所とグループ企業

本 社本 社

佐倉流通センター佐倉流通センター
佐倉精肉加工センター佐倉精肉加工センター

岩瀬流通センター岩瀬流通センター桜川

つくば
土浦・かすみがうら

佐倉

中央流通センター中央流通センター
精肉加工センター精肉加工センター
協栄エイアンドアイ協栄エイアンドアイ

ローズコーポレーションローズコーポレーション

カスミグリーンカスミグリーン

カスミみらいカスミみらい

※写真は必ずしも当時のものではありません。

2002 2003

2018
2020

2016
2011

お買い物袋持参運動開始

1974

つくばマラソンエイ
ドステーション支援

1993
WWF（世界自然保護基金）
募金活動開始

2000

霞ヶ浦保全清掃
活動スタート

2017
13店舗で太陽光
発電をスタート

2013

フードバンクへ食品寄付
の取り組みスタート

• レシピ本「食品スーパーの
社員食堂」発行

「明日暦」チャリティー
募金活動10回目（最終章）

「カスミ共感創造の森」
第1回植樹祭開催
• 古紙回収の取り組み
スタート

料理教室「クッキン
グスタジオ」開設

2019

第1回北海道キリタップ
探検隊実施

• 生ごみのたい肥化を開始

盲導犬の支援を開始

1998

「わたしの企画」応援します！
メセナ大賞アイディア賞受賞

2001
食育士制度導入

2006

• 牛乳パックの回収を全店で
開始

• アルミ缶と食品トレイの店
頭回収を開始

1991

1995
第6回世界湖沼会議
　－霞ヶ浦95を支援

スーパーマーケットツアー開始
• 全社で5 A DAY運動への取り組み開始

• 栃木県内全店でレジ袋無料
配布中止

• ペットボトルキャップの売
却金を「世界の子どもにワ
クチンを 日本委員会」に
寄付

2010
店舗での健康測定、栄養アドバイス

「ヘルスサポート」スタート

• 食品リサイクル実施店舗を104事業所
まで拡大

• 食育学習「スーパーマーケットツアー」
年間1万5千人突破

• フードバンク実施店舗49店舗まで拡大
• 第17回世界湖沼会議いばらき霞ケ浦を
支援

カスミリサイクル
センター稼働

• 配送車に天然ガス
自動車を導入

1999 茨城県内全店でレ
ジ袋無料配布中止

2009
かすみがうらマラソン大会
エイドステーション支援
• 食 育 体 験 学 習「 ス ー
パーマーケットツアー」
年間1万人突破

2014

環境・社会貢献活動のあゆみ
カスミは1974年の「お買い物袋持参運動」を皮切りに、
地域・地球の環境保全をはじめ、地域の文化・スポーツ振
興、食育推進など、お客さまや地域と協力しながらさまざ
まな取り組みを行ってきました。

陸前高田の七夕支援活動開始

株式会社協栄エイアンドアイ
損害保険・生命保険代理店/
1961年4月設立/資本金55百万円/
売上高2億89百万円/従業員数17人
http://www.kyoei-net.co.jp/

株式会社ローズコーポレーション
米飯・惣菜・サラダの製造/
1987年2月設立/資本金1億円/
売上高58億29百万円/
従業員数379人

（FOOD OFFストッカー デリカ部門含む）
https://www.rose-corp.co.jp/

株式会社カスミグリーン
食品製造販売/2009年8月設立/
資本金50百万円/
売上高34億63百万円/
従業員数58人

株式会社カスミみらい
食品製造販売/2018年9月設立/
資本金50百万円/
売上高21億53百万円/
従業員34人
https://kasumi-mirai.co.jp/

＊データは2021年2月末現在
＊従業員数の内パート、アルバイトは8時間換算

茨城
106店舗

栃木
7店舗群馬

4店舗

埼玉
32店舗

千葉
35店舗

東京2店舗

株式会社カスミ

流通センター
カスミの物流拠点。茨城県かすみがうら
市、桜川市、千葉県佐倉市の3か所。

精肉加工センター
カスミの店舗に加工肉を供給。茨城県土
浦市、千葉県佐倉市の2か所。

リサイクルセンター
店舗で回収した資源物を選別・圧縮・梱
包するリサイクル拠点。茨城県かすみが
うら市と千葉県佐倉市の2か所。

カスミつくばセンター
カスミグループの本社。イベント会場として地域
の人たちにも開放されています。

商 号 株式会社カスミ

代 表 山本慎一郎（代表取締役社長）

本 社 〒305-8510
茨城県つくば市西大橋599-1
Tel.029-850-1850
https://www.kasumi.co.jp/

設 立 1961年6月

資 本 金 1億円

営業収益 2,880億16百万円（単体）

店 舗 数 186店舗

従業員数 2,757人

事業内容 食料品、家庭用品、衣料品等の小売
販売を行うスーパーマーケット事業

＊2021年2月末現在
＊ 従業員は正社員であり、他にパートナー社員（パートタイマー）

及びアルバイトを8,024人（8時間換算・期中平均雇用人員）
雇用しております（連結）。

グループ合計

519店舗

＊2021年2月末現在

26 27


