
CHSに関する情報一覧

当社について

CHS Inc. (www.chsinc.com) は、米国
全域の農家、牧場経営者、協同組合
が所有するグローバルなアグリビジネ
スです。当社は国内および海外での事
業を通じ、エネルギーや穀物、食品な
ど多様な分野にわたり顧客やオーナ
ーである農家、その他のステークホル
ダーのビジネス拡大を目指す取り組み
を行っています。保険、金融、リスク管
理サービスなどのビジネスソリューショ
ンに加え、エネルギー、肥料、穀物マ
ーケティング・サービス、飼料、食物お
よび食材を供給するCHSは、Fortune 
100 Companyに選ばれています。当
社はまた、石油精製施設/パイプライ
ンの運営とCenex®ブランドの石油精製
燃料、潤滑剤、プロパンおよび再生可
能エネルギー製品の製造、販売、およ
び流通も行っています。当社の優先株
は、CHSCP、CHSCO、CHSCN、CHSCM、
およびCHSCLのもと、ナスダック市場に
おいて取引されています。

主要情報
 
2015年8月31日までの事業年度の純利
益: 7.81億ドル

 
2015年8月31日までの事業年度の純収
入: 346億ドル

2015事業年度の収益に基づく2016事業
年度の所有者への還元額: 5.19億ドル

オーナー:
協同組合1,100組合

生産者75,000名

優先株主20,000名

従業員: 11,000名以上 (海外オフィス 
(1,100 名) を含む)

ガバナンス: 協同組合および生産者兼オ
ーナーによって選出された17名の農家・
牧場経営者からなる取締役会

事業内容
CHSの販売拠点
CHSは、500か所以上のオフィスを通じて米国16州お

よびカナダにおいて70以上の事業を展開し、75,000
名を超える生産者兼所有者やその他の顧客にサー

ビスを提供しています。これらの事業を通じ、当社で

は毎年以下を達成しています。

•   およそ 6 億ブッシェル (1,500 万メートル トン) の

穀物の集荷。

•  200 万トンを超える肥料の取引。

•  2 億ガロンを超えるエネルギー製品の供給。

•  当社が独自に開発した高精度の農業サービス

CHS YieldPoint®を通じて、農業生産資材の情報や

専門知識を提供。

•  2016事業年度には約52,000名の生産者オーナー

に6800 万ドル以上の奨励金を還元。

•  6,300名を超える従業員を雇用し、CHS Harvest 
for Hungerを含めて、ボランティア活動やスチュワ

ードシップの取り組みによって活気に満ちたコミュ

ニティ構築を支援。

家畜飼料
•  オレゴン州ハリスバーグの有機認定を受けた飼料

工場、アイオワ州シェナンドアのプレミックスプラン

ト、ミネソタ州マーシャルの液体飼料プラントを含

む完全自社所有および共同事業の飼料工場を運

営。Payback®およびEquis®ブランドを通じ高品質の

飼料を家畜生産者に提供。

•  Running Horse®ブランドの馬用飼料、Rancher’s 
Choice®およびCountry Vet®ブランドの低水分プロ

テインタブ、圧縮ブロック、ペットフード、ペット用お

やつを提供する Consumers Supply Distributing, 
LLC (拠点: アイオワ州スーシティ) の半分を所有。

ビジネス拡大のためのソリューション
•  子会社のCountry Hedging, Inc.を通じて、営利事

業者および生産者へのフルサービスブローカーお

よびリスク管理サービスを提供。

•  CHS Insuranceを通じて、営利事業者および生産

者に、財産保健や災害保険、保証書、移行計画立

案、利益と安全性に関するプログラムなども含む、

商業サービスを提供。

•  CHS Capital子会社による協同組合およびカントリ

ービジネスパートナー、個々の生産者向けの商

品・サービスにより、農業の資金調達ニーズに対

応。

•  CHSのメンバーである協同組合の皆様が将来の成

功を収められるよう、CHS Aligned Solutionsを通

じ、長期的な戦略アドバイスサービスや主要人材

リクルートならびに開発プログラム、賢明な意思決

定のためのビジネスインテリジェンスを提供。

エネルギー
石油精製とパイプライン
•  モンタナ州ローレルとカンザス州マクファーソンに

自社精製所を所有し、合計で1日14万バレルの処

理能力を発揮。

•  4,000km (2,500マイル) を超えるパイプラインを

通じて精製所用の原油にアクセスし、また市場へ

と製品を輸送。

•  およそ300万バレルの最終製品、9か所の自社精

製品ターミナル、250を超える第三者ターミナルの

ネットワークを通じ、安定した供給を実現。

エネルギー製品
•  ガソリンとディーゼルを含め、年間1130万立方メー

トル以上の精製燃料を供給。

•  1,000を超えるCenex®コンビニエンスストア (その

内 70が、CHS所有あるいは運営のCenex ZipTrip®
ロケーション) を含む、約1,400のCenexブランド石

油小売店舗を所有。

•  国内最大のプロパン卸売業者として、強力な輸

送・貯蔵体系によって、小売店の顧客に対応しプ

ロパンを安定して通年で供給し、効率的な供給チ

ェーン管理を実現。

•  高品質かつ耐久性に優れた潤滑油により、農業/

工業用機械、長距離輸送トラック、乗用車、レクリ

エーション装置のスムーズな運転・稼働を継続。

再生可能エネルギー
•  米国最大のエタノール燃料の販売会社のひとつで

あり、バイオディーゼル製品の主要販売会社でも

ある。また、再生可能燃料の輸出入を行う企業とし

ても成長中。

•  イリノイ州ロシェルとアナワンの2か所に、エタノー

ル向上を運営。それぞれ、年間49万立方メートル

を生産し、また年間に可溶性物質添加の乾燥蒸留

穀物残滓（DDGS）70万トンを産出しています。

•  業界をリードする再生可能燃料の販売会社として

40年以上の経験を有し、穀物農家、エタノール製

造業者、バイオ燃料の混合業者間の重要な結び

付きを提供。

•  環境にやさしい植物油ベースの潤滑剤を製造。

CHS Transportation
•  北米のビジネスニーズに対応する専用設備を有

し、年間およそ5600万km (3500万マイル) にわ

たる輸送を行う、国内最大の民間運送業者のひと

つ。

裏面に続く >> 
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農業
CHS は、20 億ブッシェル以上の穀物および油糧種子 

(年間 5,200 万トン) を国内および世界 65 か国を超え

る国のお客様へ輸出しています。

CHS North America
米国内およびカナダのウィニペグ州に穀物マーケティ

ングオフィスがあります。

穀物および油糧種子
•  広範な穀物集荷ネットワークソースを有し、CHSメン

バーの協同組合、CHS所有施設、農家から得た穀

物や油糧種子を販売。

•  CHSが所有するエタノール工場2か所、また販売合

意を交わしている20か所以上の独立系エタノール

工場とを通じ、エタノール生産の副産物であるDDGS
を販売する、世界的リーダー企業。家畜飼料業界が

このDDGSを使用。

•  ミシシッピ川、ミネソタ川、オハイオ川、イリノイ川で

ターミナルを運営。

•  ルイジアナ州マートルグローブとウィスコンシン州ス

ペリオルの戦略的輸出ターミナル、ワシントン州タ

コマとカラマ、オレゴン州ポートランドのTEMCO共同

事業施設およびテキサス州ヒューストンのターミナ

ルスループット契約を通して穀物、油糧種子および

DDGSを世界中の顧客のもとに輸送。

•  テキサス州フライオナ、ミシシッピ州コリンズの流通

施設を通じて国内の小麦製粉会社、飼料製造業

者、飼料用穀物を大量に使用する顧客、およびその

他の顧客に対し穀物、油糧種子やDDGSを供給し、

また各地域の肉牛生産業者、酪農、養鶏業者など

の穀物ニーズに対応。

肥料
•  年間、最大で110万トンの粒状尿素と58万トンのUAN

を、CF Nitrogen社との戦略的ベンチャーを通じて入

荷、窒素系肥料を長期的に安定して供給。

•  北米最大の販売網を通じて肥料を供給。

•  20を超える国から肥料を調達。

•  テキサス州ガルベストンの深水港、テネシー州メン

フィス、アーカンソー州リトルロックおよびパインブラ

フ、アイオワ州マスカティーン、ケンタッキー州メルボ

ルンおよびオーエンズボロ、ルイジアナ州アレクサ

ンドリア、レイク・プロビデンス、レッツワース、マーメ

ントー、タルーラおよびビダリア、ミネソタ州ウィノナ、

セントポール、そしてミシシッピー州グリーンビルの

河川施設を利用し、肥料の流通、輸入、流通システ

ムを維持。

•   100か所の自社所有/リースターミナル、そして提携

協同組合との戦略的共同事業を通じて、顧客に肥

料を供給。

•  液体根付け肥料であるCHS Aventine™ Completeと

XLR-rate™、また窒素安定剤のN-Edge®を、当社の

ディーラーネットワーク経由で販売。

CHS South America
CHS South America (本社: サンパウロ) は、ブラジル

全土に各種拠点、アルゼンチン、パラグアイおよびウ

ルグアイに事務所および事業所を展開し、南米各地で

穀物の集荷と肥料の流通を行っています。各地の主要

港から製品を輸送。

•  南米地域の農家が使用できるよう、世界中のCHS集

荷ベースから肥料を輸入。

•  ブラジル・サンルイス市のイタキ港にターミナルアク

セスを持つTCN (ブラジルの物流企業) を所有し、そ

こから穀物を輸出。アルゼンチンのネコチェアで輸出

ターミナルのプロジェクトを所有。

•  ブラジル・パラナグア で肥料の輸入、保管および混

合サービスを運営。

CHS Asia-Pacific
シンガポールを拠点として、オーストラリア、中国、韓

国および台湾に事務所を配置。CHSのグローバル集

荷ポイントから穀物、DDGS、肥料を購入する環太平

洋地域の顧客に対応。

•  ニューサウスウェールズ州モリーおよびビクトリア州

ラカプトとブーアトでの積荷貯蔵とともに、クイーン

ズランド州トゥーウーンバとビクトリア州バララットで

のコンテナ パッキングなど、オーストラリアにも施設

を所有しています。

CHS Europe
CHS Europe (拠点: スイス・ジュネーブ) は、ボスニア、

ブルガリア、ハンガリー、ルーマニア、ロシア、セルビ

ア、スペイン、ウクライナおよび中東のヨルダンとトルコ

に事務所を配置し、黒海および地中海沿岸地域から

調達した穀物および油糧種子を販売し、肥料のグロー

バル調達を展開しています。

•  ジュルジュ (ルーマニア)、オロシャザ (ハンガリー)、

ブルッコ（ボスニア・ヘルツェゴビナ）およびドナウ川

沿いのバージ積込施設を含む、戦略的な立地に施

設を所有。

•  オデッサ (ウクライナ) およびコンスタンツァ (ルーマ

ニア) の深水港、ならびにウクライナとロシアの他の

輸出ターミナルを経由した黒海へのアクセス。

加工および食材
当社は約9億キロ近くの大豆とキャノーラを精製、大豆

たんぱく質製品とキャノーラ粉330万トンを、加工工場

や精製工場で生産しています。

大豆
ミネソタ州マンケートおよびフェアモント 、アイオワ州ク

レストン、そしてイスラエル・アシュドドおよびアシュケ

ロン で、大豆の搾油および精製設備を運営。カンザス

州ハッチンソンおよびネブラスカ州サウススー・シティ

で加工処理施設を運営。当社の製品には、精製と生

の大豆油、大豆粉餌、脱脂大豆白薄、脱脂Honeysoy® 
粉末、Imagic® 、Ultra-Soy®植物性大豆タンパク質、大

豆分離物があります。以下に対応しています。

•  年間59万メートルトンを超える大豆油精製。

•  年間約330万メートルトン の大豆加工 120万ヘクタ

ール の生産量に相当。

•  国内外における人間の食物と動物の食糧への需要

に向けて、270万メートルトンの大豆タンパク質製品

を生産しています。

キャノーラ

ミネソタ州ハロック近郊にキャノーラの加工・精製工場

を運営、1日当たり1,500トンの生産能力。以下に対応し

ています。

•  年間20万メートルトンを超えるキャノーラ油を精製。

•  年間47万5000メートルトンのキャノーラ油を加工。

•  年間27万5000メートルトンのキャノーラ粉末を生産。

CHS Sunflower
•  製菓用ヒマワリ種子製品の主要メーカーとして、全国

的に有名なスナック ブランドに原料を供給。国内市場 

(殻付き/殻無し) の3分の1以上のシェアを独占。さらに

ヒマワリ種子製品をヨーロッパ、中東、太平洋地区向け

に、当社の国内供給とアルゼンチンのパートナーCHS 
Agroから輸出。種皮を取ったキビの生産者としては、

当社はアメリカでも最大です。

•  高級野生鳥用食糧、Feathered Friend®とChirp®のブラ

ンドを梱包・流通。

•  自社のRoyal Hybrid®ヒマワリ種子を市場開拓。

製粉
•  パートナー企業であり、国内の主要製粉メーカーである

Ardent Millsにデュラム小麦を供給。同社は製パン所、

食品メーカー等の顧客を対象に小麦粉製品を提供。米

国およびカナダの国内に40ヶ所の製粉工場、3ヶ所のベ

ーカリーミックス調整工場および1ヶ所の専門製パン工

場を配置し、消費者市場に対応。

食品製造
•  植物油ベースの食品をはじめ、ブランドまたはカスタ

ムメイドのショートニング、油、ドレッシング、ソース、マ

ヨネーズ、マーガリン、調理用ベースおよびパン・コー

ティングの国内主要メーカーであり共同事業会社の 

Ventura Foods, LLC.の小売製品を全米のご家庭の

食卓 にお届け。

スチュワードシップ
当社は、CHS基金と企業市民プログラムを通じ、農業

の将来の具体化に役立つ教育・リーダーシップ開発プ

ロジェクトに投資しています。当社は2015年、農業、アメ

リカ農村地域、協同組合の将来を促進するプログラム

に、1550万ドルの補助金を提供しました。当社は次のよ

うなプログラムに注力します。

•  将来の農業リーダーの育成 大学への寄贈、農業を

勉強する学生への奨学金、共同の教育補助金、国内

および州内FFAプログラムの支援を行います。

•  農業の安全性向上国内の農業安全組織と提携する

とともに、農業の設備と訓練への資金提供を行いま

す。

•  強力な農村部共同体の構築当社が業務を展開して

いる共同体での従業員キャンペーンへのCHS財政マ

ッチを含め、農村部共同体を強化するプログラムへの

財政的支援を行います。

国内のハーベスト-フォー-ハンガーという慈善用食料プ

ログラムでは、CHSの従業員、顧客、パートナーが連携

し、2011年以来、その調達食糧は400万ドル以上、 

1220トン万ポンドにも達しています。CHSはサービスデ

イを設け、共同体にサービス奉仕を行うため有給のオ

フ時間を設定し、従業員ボランティア活動を支援してい

ます。
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