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農水産商社事業 愛品盟果業貿易（上海）有限公司
愛品盟果業貿易(上海)有限公司は、「世界の果物を中国の食卓へ！」をコンセプトに、当社

グループが持つ産地ネットワークを最大限活用し、世界の果物を中国の食卓に提供しています。
サンキストを中心とした生鮮青果の中国への輸入・販売、フルーツコンサルタント等が主な

業務です。さらに新たな取り組みとして、ホールセールクラブやECサイト向けのリパック
業務も開始しました。

CEO MessageCEOメッセージ “Nutrition + Innovative Solutions”
Wismettacグループのグローバル戦略の下、当中国地域の事業においても、外食産業の顧客やターゲットとする消費者
グループに対し、栄養に関する革新的なソリューションの開発と提供を行うべく、事業変革を進めています。
我が中国チームは当社グループの中国における強力なサプライヤーネットワークとグローバルな購買能力および商
品開発能力を活用し、地場市場に対する深い洞察力を持ちつつ、多様なフードサービス分野のお客様に対し、新しいサー
ビスの提供を始めていますが、中核となる日本料理に始まり、若者向けの中華鍋料理や、ベーカリー、飲料のみならず、高
齢者向けのヘルシーメニューにも領域を広げています。来る8月に新商品開発チームと共に立ち上げられる新しいイノベーションセンター
は、主要顧客との円滑な意思疎通をさらに促進し、製品開発サイクルを加速することでしょう。
私たちは、14億人を超える人口を抱えるこの市場に対し、革新的な栄養課題へのソリューションを提供することに全力を挙げています。

CEO
Patrick Kwok

当社グループはアジアにおける重要拠点として、中国大陸において、アジア食グローバル事業を担う慧知旺食品商貿
（上海）有限公司と農水産商社事業を担う愛品盟果業貿易（上海）有限公司の2社を運営しています。

アジア食グローバル事業 慧知旺食品商貿（上海）有限公司
慧知旺食品商貿(上海)有限公司では、当社グループのアジア食グローバル事業における拠点の

一つとして日本食を中心としたアジア食品・食材を販売してきました。卸売ビジネスのみで 
なく、現地のマーケットニーズに合った商品の開発・委託製造にも力を入れています。2019年に 
新たにCEOが就任しました。現地顧客への販売の本格化に向けて、“Nutrition + Innovative 
Solutions”をキーワードに、非日本食のジャンルにも販路を広げるべく準備を進めています。

西本Wismettacホールディングス
今回は中国のアジア食グローバル事業・農水産商社事業についてご紹介

もっと知りたい！



2020年12月期第2四半期　経営成績

2020年12月期第2四半期の業績につきましては、売上
高798億円（前年同期比13.4％減）、営業損失12億円（前年
同期比3 7億円減）、経常損失15億円（前年同期比4 1億円
減）、親会社株主に帰属する四半期純損失9億円（前年同期
比28億円減）となりました。
アジア食グローバル事業につきましては、各国における

ロックダウンや営業規制等の影響により、主要取引先であ
る外食産業向けの売上が大幅に減少したことにより、減収
減益となりました。
農水産商社事業につきましては、アジア食グローバル事

業と同様に外食産業向けの需要が大きく落ち込んだこと
や、特に得意とする柑橘類の商材を中心に価格が低迷した
ことが影響し、減収減益となりました。

海外においては、各国の緊急的な財政支援なども活用し
人件費を含む販売費及び一般管理費の削減に努めました
が、売上の大幅減少による影響で減益となりました。加え
て新型コロナウイルス感染症再拡大の可能性など、今後の
不透明な状況を考慮して、貸倒引当金およびたな卸資産の
評価損を計17.5億円計上致しました。

売上高 79,816百万円
営業利益 △ 1,226百万円
経常利益 △ 1,510百万円
親会社株主に帰属する四半期純利益 △ 939百万円

トップメッセージ

株主・投資家の皆様におかれましては、日頃から格別のご支
援を賜り、厚く御礼申し上げます。現在、当社を取り巻く事業環
境は大きく変化しています。急速な勢いで進化するデジタル技
術の食の分野への浸透、先進諸国における高齢化社会の到来、
持続可能な健保体制への懸念など、社会構造そのものに大きな
変化の波が訪れております。さらに、新型コロナウイルス感染
症の拡大に伴い、食と医の関係のクローズアップ、消費者の健
康・倹約志向の高まりも見られます。このような環境・社会構造
の変化に伴い、食の事業領域においても、消費者のニーズなど
が大きく変化し、また細分化されてきております。このような
中、今回、「第二の創業」の船出として当社のビジョンを改めて

描き直し、長期的な成長戦略のもとに中期経営計画を策定い
たしました。グローバルな食のサプライチェーンをリードし
てきた当社の強みを最大限に活かし、事業領域を新たに医（ヘ
ルスケア）に拡げ、グローバルでの消費者のニーズを直接汲み
上げ、モノづくりやサービスそのものの提供形態をより自在
に変えていく、モノづくりの技術とデータドリブンな思考、デ
ジタルなモノとサービスの提供形態を融合した企業が目指す
べき当社の近未来像であると考えております。
株主の皆様には、今後ともご支援を賜りますよう、お願い申

し上げます。

医（ヘルスケア）と食の領域、 
及び食の流通とITの領域で、 
“モノづくり”と“サービス”を
提供し、さらにそれらを一体化
していくことで顧客を創造する、
ワンストップ・ソリューション 
カンパニーを目指します。

代表取締役会長CEO  洲崎 良朗

2020年12月期第２四半期までの事業の概況



●  アジア食を中心としつつも、あらゆる加工食品の開発、素材調達から製造まで一貫したモノづくりをファブ
レスに実現。優れた加工・製造技術も発掘・展開。

●  従来の日本食レストランに加え、現地メインストリームの小売、外食チェーンを強化。さらに、家庭用もオン
ライン・リアルで展開

●  グローバルサプライチェーンの低コスト化を図る
●  デジタル化した共通プラットフォームの提供
●  「各プレイヤーの顧客（の顧客）」までのサプライチェーンの情報を体系的に収集・分析し、プレイヤーととも
により精度の高い商材・サービス展開を可能にする

●  老齢人口の増加、在宅医療の拡大に対応し、差別化された商品（メディカルフード）を開発、生産、販売

今回の中期経営計画は、新型コロナ
ウイルス感染症の影響からの既存事
業の収益力の回復、そして新規事業へ
の投資と収益化への加速が基本方針
となります。

連結売上高 2,224億円

連結営業利益 65億円

WismettacLetter2020年12月期～2022年12月期　新中期経営計画

西本Wismettacグループが目指す姿

従来の「部分（国）最適で少種・大量生産」から、時代
の変化に伴う消費者のより便利に、より健康に、そ
してより豊かにといったニーズを満たす、「全体
（世界） 最適で多種・少量生産」を実現する企業が求
められるようになると考えられます。

①取り扱い商品の広さ
②サービス機能の広さ
③人財・ネットワークの広さ

食における
ギアシフト

当社の
強み

変化する食への消費者ニーズと当社の強み

数値計画

目指す
事 業

医と食の領域で“モノづくり”と“サービス”を提供し、
さらにそれらを一体化していくことで、顧客を創造していく

医（ヘルスケア）と食の融合を目指す
ワンストップソリューションカンパニー

医
（ヘルスケア） 食

消費者ニーズの変化の中、必要な機能を強化し、事業領域を広げることで、顧客に選ばれるだけでなく、自ら顧客を創造
できようになることを目指します。

3つの重点施策

アジア食
グローバル事業

北米での収益性の改善とその他地域での成長
により収益力を着実に回復

農水産商社事業 国内外営業の強化により着実に収益力を強化

その他事業 販路の多様化により、安定的に収益を堅持

継続的な積極的投資を行い早期の収益貢献を目指す

既存事業

新規事業

2022年度の数値目標

モノづくり
機能の
深化

1

サービスの
深化

2

領域の拡大
～医～

（ヘルスケア）

3

モノづくり サービス



2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
通期 第2四半期 通期 第2四半期 通期 第2四半期 通期（予想）

売上高 （百万円） 172,078 90,251 182,220 92,181 182,603 79,816 168,000

営業利益 （百万円） 6,324 3,055 6,703 2,568 4,343 △1,226 △600

経常利益 （百万円） 5,916 3,069 6,569 2,664 4,543 △1,510 △1,000

親会社株主に帰属する
四半期（当期）純利益 （百万円） 3,067 2,178 4,624 1,878 2,493 △939 △500

純資産 （百万円） 49,753 49,678 51,521 51,542 52,337 49,642 ー
総資産 （百万円） 84,336 83,011 83,719 83,517 96,587 94,925 ー
1株当たり四半期（当期）純利益 （円） 236.37 151.75 322.18 130.86 173.71 △65.43 ー
自己資本比率 （%） 59.0 59.8 61.5 61.7 54.2 52.3 ー
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2020年12月期第2四半期　セグメント別の概況

売上高 53,140 百万円

セグメント利益 △ 1,039 百万円

売上高 24,822 百万円

セグメント利益 56 百万円

売上高 1,853 百万円

セグメント利益 73 百万円

66.6

31.1
2.32.3

ホームページのご案内
当社のホームページでは、事業内容やニュース&トピックス、西本
Wismettacグループの概要についてご紹介しています。また、株
主・投資家情報のページでは最新の財務・業績の情報のほか、IRに関
するニュース、IRライブラリーなど様々な情報をご提供しています。
是非一度ご覧ください。

https://www.wismettac.com/ja/index.html西本ウィズメタック 検索

連結財務ハイライト

アジア食グローバル事業

農水産商社事業

その他事業



お問合せ先

西本Wismettacグループは世界中で事業を展開しております。

世界の西本Wismettac
慧知旺食品商貿（上海）有限公司／愛品盟果業貿易（上海）有限公司

株主様ご優待がご利用いただけるNISHIMOTO WORLD GIFTのご案内
https://www.hello-worldgift.com/WebサイトURL スマートフォン・携帯電話はこちらからアクセス

2019年12月末時点の株主様にご送付しているクーポンコードのご利用期間　2020年４月～2020年12月末日

0120-096-810Wismettacフーズ株式会社ワールドギフトカスタマーサービス

★初めてご利用の方は
　会員登録が必要です

9：00～17：00
（土日祝、年末年始休業日を除く）

私は、2020年4月に研究開発部長として慧知旺食品商貿（上
海）有限公司に入社しました。大学で食品工学の修士号を取得
し、その後20年以上研究開発および管理職の経験があります。入
社後この経験を活かして、食品原料・原材料データベースのデー

タプラットフォーム
を構築し、現在運用
中の新商品開発プロ
ジェクトにおける管
理プロセス体制を確
立しました。

私は、現状ある課題の解決だけでなく、顧客の
業務を理解して、そのニーズを予測していきた
いと考えています。自身の調理師の資格を活か
して食材に対する理解を深め、それをお客様に
伝えることで、更なるビジネスの拡大につなげ
ていきます。また、英語のスキルは海外のサプラ
イヤーとのコミュニケーションに役立つと考え
ています。

現在は、あるCVS顧客のPB品として、栄
養バランスを考えた野菜と果物をふんだん
に使用したスムージーの商品開発、OEM先
の工場の生産管理・指導などを中心に行っ
ています。更に、複数の部署と協力し、医療食プロジェクトに関する情
報収集やサポートを行っています。新製品開発のブレーンストーミン
グ会議の開催や、すべての新製品のプロジェクト情報ベースの組み立
ても行っています。現在、新たに研究開発チームを立ち上げようとして
おり、上海拠点の他の従業員と共に、Wismettacグループがグローバ
ルに目指す健康的で栄養価値の高い商品作りに注力していきます！

営業アシスタントとして、営業部長と協力し、小売りルー
トおよび卸売ルートのそれぞれ販売データを管理していま
す。具体的には、①原価計算の実施、事業報告書と統計の提
供、部門の販売実績の調査と管理、②統計データに基づく営
業活動の改善提案、③発注書、契約書の整理、④アフター
サービス、⑤内部収支、取引帳簿照合などの帳簿処理、⑥お
客様応対と日常の事務の総合的な調整といった業務に従事
しています。

Vol.6
中 国

1 2 3
ログイン画面より
会員登録

「ポイント・クーポンの指定」画面で
クーポンコードを入力

入力内容を確認後、
お支払い手続きへ

米国在住の日系人への支援を実施
当社グループの一事業においてアメリカを中心にギフト商品の販売を行っており

ます。当事業ではアメリカに住む日系人の方々を応援する事をテーマの一つとしており、
2020年6月にはカリフォルニア州の日本人学校あさひ学園さんにマスクを寄付いた
しました。

当社への入社のきっかけに
ついて教えてください。

ご自身がお持ちの技能を
どのように仕事に活かして
いきたいですか？

R&D部門では現在どのよう
な顧客・分野向けの商品開
発を行っていますか？

慧知旺食品商貿（上海）有限公司
Senior R&D Manager

冯锐 （フォン・ルイ）

海外からの
“声”

毎年12月末日現在の当社株主名簿に記載または記録された、当社株式１単元（100株）以上を
保有されている株主様（中間期は株主優待を実施しておりません。）

対象となる株主様

Q

Q

Q

営業アシスタントとして
現在どのような業務に携わっていますか？Q

愛品盟果業貿易（上海）有限公司
営業アシスタント
朱佩珺 （シュ・ペイジュン）



発行可能株式総数 50,000,000株
発 行 済 株 式 総 数 14,353,140株
株 主 数 2,655名

株主名 持株数（千株）持株比率（%）
多津巳産業株式会社 6,235 43.45
洲崎良朗 2,910 20.27
公益財団法人洲崎福祉財団 1,300 9.06
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) 
RE FIDELITY FUNDS 499 3.48

GOVERNMENT OF NORWAY 457 3.19
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 355 2.48
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 297 2.08
STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT 
OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002 224 1.56

金井孝行 140 0.98
THE CHASE MANHATTAN BANK 385036 137 0.96

（注1）上記の持株数は千株未満を切り捨てして記載しております。
（注2）持株比率は、自己株式112株を控除して計算しております。

事業年度 毎年１月１日から12月31日まで
定時株主総会 毎事業年度末日の翌日から３か月以内
基準日 12月31日
剰余金の配当の
基準日

中間配当 毎年 6月30日
期末配当 毎年12月31日

1単元の株式数 100株

取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

公告掲載方法

電子公告により行います。ただし、事故その他
やむを得ない事由によって電子公告による公
告をすることができない場合は、日本経済新聞
に掲載する方法によって行います。
公告掲載URL
https://www.wismettac.com/ja/ir/
e-announce.html

世界の食の架け橋として貢献

Wismettac（ウィズメタック）とは

「地球それ自体」と「Globalism」
をイメージした2つの球体

[Wisdom]…西洋智
[Metta]…東洋智

（パーリ語：優しさ／思いやり）
[Creativity]
　　…価値の創造力社名の「W」「M」「C」をモチーフ

として造形化

・革新の「赤」+自然の「緑」
・ 「より健康で豊かな食生活へのあくな

き挑戦の意思」

会社概要 株式の状況

大株主

株主メモ

役員

国内・海外拠点

WismettacLetter会社情報（2020年6月30日現在）

〈日本〉
西本Wismettacホールディングス株式会社
  東京本社、神戸本店（※登記本店）
Wismettacフーズ株式会社
   東京本社、神戸本店（※登記本店）、神戸支店、神戸支店 東部営業所、沖縄駐

在員事務所

〈北米〉
Wismettac Asian Foods, Inc.

 Los Angeles Office （Corporate Headquarters）、Arizona Office、
Atlanta Office、Chicago Office、Dallas Office、Denver Office、
Miami Office、Hawaii Office、Houston Office、Las Vegas Office、
New York Office、San Diego Office、San Francisco Office、
Seattle Office、Washington, DC office、Toronto Office、
Vancouver Office、Montreal Office、Orlando Office、Boston Office 

（Satellite Office）、Sacramento Office （Satellite Office）、
Calgary Office （Satellite Office）、Ohio Office （Satellite Office）、
Raleigh Office（Satellite Office）

〈アジア〉
Wismettacフーズ株式会社

 バンコク駐在員事務所、ホーチミン駐在員事務所、ソウル駐在員事務所
慧知旺食品商貿（上海）有限公司
愛品盟果業貿易（上海）有限公司
NTC Wismettac Singapore Pte.Ltd.
慧思味達日本食品有限公司
Sim Ba Trading JSC

〈オセアニア〉
NTC Wismettac Australia Pty Ltd. 

 Sydney Office, Melbourne Office, Perth Office, Brisbane Office

〈ヨーロッパ〉
Wismettacフーズ株式会社

 パリ駐在員事務所
NTC Wismettac Europe B.V.
Wismettac Harro Foods Limited
SSP Konsumgüter TRADE & CONSULT GmbH
COMPTOIRS DES 3 CAPS SAS

 Comptoirs Oceaniques
 Cap Cavally
 Tropic Fish

社名 西本Wismettacホールディングス株式会社
（英名）Nishimoto Co.,Ltd.

創業 1912年5月
本社所在地 東京都中央区日本橋室町三丁目2番1号

日本橋室町三井タワー15階
資本金 2,646,177,532円

代表取締役会長兼
社長 CEO 洲崎　良朗

取締役 辻 川 　 弘

取締役 佐々　祐史

取締役
グローバルCDO 行徳 セルソ

取締役
（常勤監査等委員）木村　敦彦

社外取締役
（監査等委員） 能見　公一

社外取締役
（監査等委員） 大村 由紀子

西本Wismettacホールディングス株式会社
〒103-0022 東京都中央区日本橋室町三丁目２番１号 日本橋室町三井タワー15階
Tel：03-6870-2015   Fax：03-6870-2016


