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もっと知りたい！

当社グループの成長戦略として、ヨーロッパでの日本食販売事業拡大を推進しています。
今回は、イギリスの連結子会社Harro Foods （ハローフーズ） Limitedについて、市川基次
Managing Directorがご紹介します。

当社の強みは、マーケットの需要を的確に反映した商品を世界中で開発、
調達できる“商品力”と、それらを正確に顧客に届ける“ロジスティックス”
の総合力だと思います。また、当地にて長きに渡り安定したビジネスを
行ってきた実績も高い信頼性を得ている理由だと考えております。

イギリスの
日本食事情はどうなって

いるのでしょうか？

Q3
Harro Foods Limited
が“選ばれる理由”は

なんですか？

イギリスには現在1,500軒以上の日本食レストランがあると言われており、業態はミ
シュランに掲載されるような高級店からファストフードまで、多岐に渡ります。日本食と
言ってもやはりメインは寿司関連で、一般的なにぎり寿司、巻き寿司の他に、最近で
はベジタリアン、ビーガン（完全菜食主義者）に特化したメニューや、ハワイ発のポキ
などの専門店も出来ており、特に若い世代にはとても身近な存在となっています。

A  イギリスでは回転寿司が大人気！

A  20年以上の歴史で培ったノウハウで
お客様に最高の価値をご提供

今回はイギリスの日本食販売事業についてご紹介！

日本食レストランをオープンする際に必要な食材、食品のうち、
鮮魚、精肉、野菜以外ほぼ全て取り揃えています。酒類にも力を
入れており、日本酒、焼酎の他に、日本食に合うように特別に製
造したワインの販売なども行っております。

A   寿司作りに必要な食材をはじめと
した幅広い日本食を品揃え Q2

Harro Foods Limited
ではどんな商品を

取り扱っていますか？
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外部環境の激しい変化に先んじて、
新しいValueを提供し続けます

ソウル駐在員事務所を開設

トップ
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Top Message

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。

2018年は、米国の利上げ・貿易摩擦等、世界経済の不確実性が
高まった年となりました。「食品需要」という点では、人口減少が
続く国内とは異なり全世界ベースでみればその需要は拡大を
続けているため、一部原料に近い食材においては、価格変動がよ
り大きくなってきています。「食品流通」という点では、ネット通
販が当たり前となり、供食形態の多様化も進行しております。食
の業界にもAI・ロボット化に代表される技術革新の影響が大きく
なってくる中で、食品流通にかかる人件費や物流関連経費の高
騰も続いております。
このような状況のもと、2018年通期グループ業績としては

増収増益を達成いたしましたが、中長期展望としては決して楽観
視できるものではございません。外部環境の激しい変化に先ん
じて、新しいValueを「創造」して「繋ぐ」こと、それを提供し続ける
ことが今後10年、20年と生き残っていける企業の最低条件である、
という強い危機感のもと、緊張感をもってグループ運営を行っ
てまいる所存です。
この考え方に基づき、2019年は中長期にむけた先行投資を、

特に人材増強やデジタル化の面で行ってまいりたいと考えて
おります。売上は堅調に推移する見通しは立っておりますが、
利益面でみますとご期待に沿えていない面もあるかと存じます。
将来に向けた先行投資を行っているものとご理解賜れればと
存じます。

これに伴い、現在、中期経営計画の見直しを行っており、準備
が整い次第速やかに公表いたします。
利益還元としましては、将来の事業展開と財務体質強化のた

めの内部留保を確保しつつ、安定的な配当を維持することを基本
方針としております。2019年は前述の通り厳しい収益環境下に
ありますが、2018年の配当実績を据え置き、普通株式1株につき
中間40円、期末55円、合計で年間95円を予定しております。
今後とも中長期的な企業価値向上に努めてまいりますので、

株主・投資家の皆様におかれましては一層のご理解とご支援を
賜りますようお願い申し上げます。

株主の皆様へのメッセージ

当社のグループ会社であるWismettacフーズ株式会社（旧西本貿易株式会社）※1は、2018年8月
に韓国ソウル市に駐在員事務所を開設いたしました。韓国は、日本からの農林水産物の輸出先とし
て世界第5位の輸出実績※2があり、日本食店の店舗数も約9,000店存在※3すると言われております。日
本食マーケットとして更なる拡大が見込まれ、食品加工業が集積しています。ソウル駐在員事務所は、
このような環境を活かし、仕入サポート拠点としての拡充を目指します。加えて、今後大きな変化が見
込まれる北東アジア地域における情報収集拠点としての機能も担う予定であり、当社グループの事業
拡大への多大な貢献が期待されます。
※1　 西本貿易株式会社は2019年1月1日付けでWismettacフーズ株式会社を吸収合併し、Wismettacフーズ株式会社と商号変更いたしました。
※2　財務省「貿易統計」を基に農林水産省算出
※3　外務省調べ、農林水産省推計
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新規事業：BtoB（C）からBtoBへ、次の柱を育成
 法人需要の取り込み　  新コンテンツ開発・展開

 国内からの青果輸出・三国間貿易　  プラットフォームの充実

既存事業：安定成長
 成熟した北米市場　  国内青果事業のシェア増

 北米以外のグローバル展開の収益貢献

事業環境の大きな変化

食のグローバル流通業において、Cross-borderで、事業展開国・エリア
毎に最適な事業「プラットフォーム」を構築し、「プラットフォーム」上に複数
「コンテンツ（モノ、サービス）」を展開するonly one企業となる。

当社
グループの
目指す姿

 日本食の多様化、現地化　  食品関連規制の強化　　　　　  物流新技術、IoT　　 　  天候変動、人口増
 食材原価変動　　　　　   ネット通販等消費行動の変化　   人件費、物流費の高騰

中期経営計画策定の
基本方針

当期の売上高は1,822億円（前期比5.9%増）、営業利益は67億円
（同6.2%増）、経常利益は65億円（同11.3%増）、親会社株主に帰属
する当期純利益は46億円（同51.1%増）となりました。
アジア食グローバル事業につきましては増収減益となりました。

北米地域においては、売上高は順調に伸長いたしましたが、期中
においては一部の相場品の原価上昇、及び物流人件費等の上昇
により減益となりました。なお、第4四半期以降は、価格改定等の
進展により、利益面では持ち直しつつあります。引き続き、構造
改革への取り組みをより一層強化し、収益性の向上に努めてま
いります。北米以外の地域におきましては新規顧客開拓と既存
顧客への販売が順調に伸長し、事業基盤の拡充が進んだため
増収増益となりました。

農水産商社事業につきましては増収増益となりました。売上
高は、海外販路向けの販売が順調に推移したことにより伸長い
たしました。利益面におきましては、前期に苦戦した国内向けの
柑橘類及びトロピカル商材が当期は回復したことにより増益と
なりました。

売上高 182,220百万円
営業利益 6,719百万円
経常利益 6,585百万円
親会社株主に帰属する当期純利益 4,634百万円

2018年12月期　経営成績

2018年12月期の事業の概況

当社グループにおける中期経営計画策定の基本方針は、既存事
業の安定成長、並びに北米以外の地域での拡大、及び新規事業とし
て新たな「BtoB」ビジネスを次の柱に育成していくことです。事業
展開国・エリア毎に最適な事業「プラットフォーム」を構築し、「プラ
ットフォーム」上に複数「コンテンツ（モノ、サービス）」を展開する
only one企業となることが当社グループの目指す姿です。

2019年12月期の取り組みとしましては、アジア食グローバル
事業においては、北米地域での日本食を中心とした既存マーケッ
トでの安定的な成長を維持しつつ、北米以外の地域においては更
なる事業基盤の拡充に取り組んでまいります。また、北米地域に
おいては、日本食以外の新たな販路（法人顧客等）開拓を更に進め、
そのための商品開発にも積極的に取り組んでまいります。農水産商
社事業においては、引き続き国内卸売市場への販売を維持しつつ、

量販、中食・外食、食品メーカー及び海外販路の拡大に取り組ん
でまいります。
一方で、外部環境が大きく変化する中、当社グループにおきま

しては、将来の成長を見据えた取り組みのため政策的に専門スキル
を保持する人材採用等を前倒しで行ってまいります。北米地域
においては物流・オペレーションの整備及び新規販路（法人顧客
等）の開拓、北米以外の地域においてはエリア別のマネジメント
体制の構築、グループ全体では、取扱商品の拡充及びグループ
横断の物流・オペレーションの整備・強化等、これらの取り組みを
一層推進すべく専門人材の採用等を進めてまいります。こうしたこ
と等から、売上高は1,930億円（前期比5.9%増）、営業利益は60億円
（同10.7%減）、経常利益は60億円（同8.1%減）、親会社株主に帰属す
る当期純利益は43億円（同6.4%減）となる見通しです。

2019年12月期の取り組みと見通し

WismettacLetter
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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。

売上高構成比（%）

アジア食グローバル事業

農水産商社事業

売上高 125,112百万円
セグメント利益 5,409百万円

売上高 52,886百万円
セグメント利益 1,040百万円
売上高 4,221百万円
セグメント利益 262百万円

アメニティ＆小売事業
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2016年度 2017年度 2018年度 2019年度（予想）
売上高 （百万円） 158,338 172,078 182,220 193,000

営業利益 （百万円） 7,329 6,324 6,719 6,000

経常利益 （百万円） 6,922 5,916 6,585 6,052

親会社株主に帰属する
当期純利益 （百万円） 2,847 3,067 4,634 4,337

純資産 （百万円） 38,979 49,753 51,770 ー
総資産 （百万円） 72,721 84,336 83,587 ー
1株当たり純資産 （円） 3,120.03 3,466.38 3,606.92 ー
1株当たり当期純利益 （円） 227.95 236.37 322.89 302.20

自己資本比率 （%） 53.6 59.0 61.9 ー
ROE （%） 7.5 6.9 9.1 ー
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親会社株主に帰属する
当期純利益

2018年12月期　セグメント別の概況



株主優待制度の概要

お問合せ先

西本Wismettacグループは世界中で事業を展開し、「食」を
通じて世界の人々の生活を豊かにする活動を続けております。

世界の西本Wismettac

当社は、温度管理を徹底した広範囲にわたる配送網と専従のドライバーを有し、効率的なサー
ビスを提供しております。また、BRC（英国小売協会）の食品安全認証を取得しており、食品の
保管、配送システムにおいて、最高レベルの品質基準と安全性を保証しています。

世界経済の不確実性や物流コストが増している状況においても、この高品質なサービスを維持
するために、当社では早い段階から適切な運行管理戦略を打ち立て、実践しています。燃料の一括
大量購入による燃料費の節約や、車両の追跡・経路計画システムの導入などがその一例です。さら
に、従業員の健康・安全管理や士気の向上も最優先事項として気を配っています。

ロンドンには長い歴史を持つ、地元に根差した風習やイベントがあります。
例えばロンドン西部で行われるノッティングヒルカーニバルは、毎年100万人近い人々が集まる世界屈指の祭典です。このお祭

りでは、路上でレゲエ、メレンゲ等の伝統的なカリブ海音楽に合わせ、コスチュームを纏った人達がカリビアンダンスを踊りま
す。そして味付けジャークチキン（ジャマイカ料理）やカラルー（カリブ海料理でよく使われる葉野菜）、伝統的な山羊のシチュー
などの食べ物を売る露店がたくさん出店します。

Harro Foods Limitedのロジスティックスの強み・
特徴を教えてください。

ロンドンの風習や行事、またそれにまつわる食べ物の
エピソードを紹介してください。

Vol.3
イギリス
ロンドン

現地で働く社員に聞く！

ログイン画面より会員登録
初めてご利用の方は、ログイン画面より新規会員登録に進んでく
ださい。会員登録画面にて必要事項を入力し、ログインに必要な
メールアドレスおよびパスワードを設定してください。

「ポイント・クーポンに指定」画面でクーポンコードを入力
商品カテゴリーや商品検索エリアから商品を選択し、「カゴに入れ
る」ボタンをクリック。購入手続きを進めていただき、「ポイント・
クーポンに指定」画面でクーポンコードをご入力ください。

入力内容を確認後、お支払い手続きへ
ご入力内容にお間違いないか確認いただいたあと、購入金額が
3,000円を超える場合はクレジットカードでのお支払い手続き
に進んでいただきます。3,000円以内の場合は、お支払い手続
きは不要です。

株主優待のご紹介 株主の皆様の日頃のご支援に感謝し、
年1回株主優待を実施しております。

1

1

2

3

2

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

ロンドンでは、寿司が最も人気のある日本料理です。「ポキ」と呼ばれるハワイアンスタイルのシーフードボウルも、日本食レストランの
新しいメニューになっています。寿司作りコースを提供するウェブサイトもあり、そこで人々は寿司の作り方を学んだりしています。

また、最近ロンドンっ子の人気を集めているのが、日本風のカレーライスです。チキンカツやトンカツ、さらにロブスターロールやタコ
のカルパッチョと組み合わせて食べるのが流行っています。ちなみに私の好物とする日本食もチキンカツカレーです。

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

当社グループが運営する商品購入サイト
｢NISHIMOTO WORLD GIFT｣でご利
用いただけるクーポンコード（１クーポンコード＝3,000円相当）を記
載した優待券を、定時株主総会決議のご通知に同封し、贈呈いたします。

海外の日本食事情
ロンドンっ子には寿司とともにあの日本食が流行中！

2018年12月末時点の株主様にご送付するクーポンコードのご利用期間
2019年４月～2019年12月末日

対象となる株主様

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）

優待の内容（2018年度）
見 本

Harro Foods Limited

Transport Manager（物流マネージャー）
Maxwell Keh（マックスウェル キー）

※一回の商品ご購入で、１クーポンコードのみご利用いただけます。

海外からの
“声”

保有単元数（保有株式数） クーポンコード個数
１～３単元（100株以上400株未満） １個（3,000円相当）
４～６単元（400株以上700株未満） ２個（6,000円相当）
７単元以上（700株以上） ３個（9,000円相当）

Q

Q

Harro Foods（ハローフーズ） Limited（イギリス連結子会社）



西本Wismettacホールディングス株式会社
〒103-0027 東京都中央区日本橋三丁目10番5号 オンワードパークビルディング
Tel：03-6870-2015   Fax：03-6870-2016

国内・海外拠点
〈日本〉
西本Wismettacホールディングス株式会社
  東京本社、沖縄駐在員事務所、神戸本店（登記本店）
西本貿易株式会社
  東京本社、神戸本店（登記本店）
Wismettacフーズ株式会社
  東京本社、神戸支店、神戸支店 東部営業所

〈北米〉
Wismettac Asian Foods, Inc.

 Los Angeles Office、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）

〈アジア〉
西本貿易株式会社

 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

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

 Sydney Office, Melbourne Office, Perth Office, Brisbane Office

〈ヨーロッパ〉
西本貿易株式会社

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

 Comptoirs Oceaniques
 Cap Cavally
 Tropic Fish

 会社情報（2018年12月31日現在）

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 2,783名

株式の状況

株主名 持株数（千株）持株比率（%）
多津巳産業株式会社 6,235 43.4
洲崎良朗 2,910 20.3
公益財団法人洲崎福祉財団 1,300 9.1
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

（信託口） 721 5.0

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 429 3.0
GOVERNMENT OF NORWAY 294 2.1
金井孝行 140 1.0
BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT 119 0.8
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 
1300000 118 0.8
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

（信託口５） 87 0.6      

（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。

大株主

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三丁目10番5号

オンワードパークビルディング
資本金 2,646,177,532円

会社概要

代表取締役会長
CEO 洲崎  良朗

代表取締役社長
COO 金井  孝行

取締役
CFO 木村  敦彦
取締役 辻 川 　 弘

取締役
（常勤監査等委員）佐々　祐史

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

役員（2019年3月27日現在）

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 う。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う。
公告掲載URL
https://www.wismettac.com/ja/ir/
e-announce.html

株主メモ

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」

WismettacLetter


