
第91期 中間報告書
平成20年10月1日から平成21年3月31日まで

証券コード：2692

おいしさをいつもあなたのもとへ
Since 1886

010_9195001602106.indd   2 2009/05/25   18:48:49



ごあいさつ
株主の皆様には、ますますご清祥のこととお慶び申し上げ

ます。日頃は温かいご支援を賜り、誠にありがとうございま

す。当社第91期第２四半期連結累計期間（平成20年10月

1日から平成21年3月31日まで）の、「中間報告書」をお届

けいたしますので、ご高覧いただきますようお願い申し上げ

ます。なお、中間配当につきましては、１株につき30円とさ

せていただきました。株主の皆様におかれましては、今後と

も一層のご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

当第２四半期連結累計期間の
経営環境について
　当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、引き続き世界

経済全体に波及した金融危機と世界同時の需要収縮、消費収

縮、株価の下落等が企業収益を圧迫する厳しい経済環境で推

移しております。食品流通業界でも、上記経済環境を背景に

消費者の生活防衛意識が強まる中で、消費マインドはより一

層冷え込み、購買単価は引き続き下落する厳しい経営環境が
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●		売上高		● ●		営業利益		● ●		経常利益		●

続いております。

当第２四半期連結累計期間の
概況について
このような状況下、当社グループは中核事業であるスー

パー、コンビニエンスストアなど組織小売業との取引深耕をさ

らに進めるとともに、新たな取引業態としてＷｅｂネットワーク

分野へのビジネスモデル構築、付加価値商品の開発・開拓な

どへの取組みを開始いたしました。

当第２四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比較

4.4％ (127億66百万円)増加の3,005億49百万円とな

りました。営業利益は、売上総利益は増加したものの、販売費

及び一般管理費の増加により、前年同期比較5.0％（1億31

百万円）減少の24億67百万円となりました。経常利益は、営

業利益の減少と、持分法適用会社の取込利益減少により、前

年同期比較10.0％ (2億66百万円)減少の23億91百万円

となりました。四半期純利益は、投資有価証券評価損を計上し

たことにより、前年同期比較13.7% (2億18百万円)減少の

13億73百万円となりました。

Top Message トップメッセージ
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代表取締役
社長執行役員
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通期の見通しについて
わが国経済は、引き続き企業収益の悪化や雇用調整などに

より先行きに不安要因を抱える厳しい環境がつづくものと思
われます。食品流通業界でも家計所得の増えない中で消費者
の生活防衛意識はさらに高まり、依然厳しい環境で推移する
ものと思われます。通期の見通しにつきましては、引き続き中
核事業であるスーパー、コンビニエンスストアなどとの取引深
耕を進めるとともに、付加価値商品の開発やビジネスプロセス
の改善・再構築による生産性の向上などさらなる経営効率化
を図ることで、売上高は前期比較2.4％増加の6,190億円を
予定しております。利益面では営業利益で46億30百万円、
経常利益51億40百万円、当期純利益32億30百万円を見
込んでおります。

6,190億円	 （前期比較			2.4％増）
46億30百万円	（前期比較			9.2％増）
51億40百万円	（前期比較18.7％増）
32億30百万円	（前期比較73.9％増）

売 上 高
営 業 利 益
経 常 利 益
当期純利益

通期の業績予想

●		四半期（当期）純利益		● ●		総資産		● ●		純資産／自己資本比率		●
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「Eco－モッタイナイ.com」の取引の流れ

例えば、商品の改廃などで市場に出せなくなったもの、
季節外れの食品、新商品として販売したものの当初の販売
予想を下回っているもの、過剰に製造された商品などを	
ＥＣサイト運営者に販売（卸）しています。
「Ｅｃｏ－モッタイナイ．ｃｏｍ」に会員登録した食品
メーカーは売りたい商品を会員専用サイトにエントリーし
出品するだけで簡単にＷｅｂサイトへの販売が可能となり

商品の流通性を高め、販売機会損失を低減し、食品廃棄の
無駄を大幅に削減できます。またＥＣサイト運営者は今ま
で以上に多種多様な商品を「Ｅｃｏ－モッタイナイ．ｃｏｍ」
から仕入、もったいない商品などとして全国の消費者に提
供可能となります。また、「Eco－モッタイナイ.com」は
「MOTTAINAIキャンペーン」に賛同し一部寄付をおこなっ
ています。

昨年１１月、当社は中古車を中心としたＢｔｏＢネット流通
ビジネスを展開する㈱オークネットと提携し食品の新たな
ＢｔｏＢ流通を実現するＷｅｂサイト「Ｅｃｏ－モッタイナイ．ｃｏｍ」
を立ち上げました。

「Ｅｃｏ－モッタイナイ．ｃｏｍ」はインターネットを介して食
品メーカーとＥＣサイトをつなぐ新たな流通チャネル会員制
ＢｔｏＢ取引のためのマーケットです。

インターネットを通じての新たな食品流通サイト

賞味期間がまだ十分に残っているのに通常の流通には乗らなくなった食品…

　「Eco-モッタイナイ.com」をスタート1. 2.

● T ● O ● P ● I ● C ● S ●

食品メーカー

～もったいない商品～
•	季節商品
•	予想を下回る販売に終った商品
•	商品の改廃で出荷できない商品
•	過剰製造された商品

etc・・・

Eco-
モッタイナイ.com

消費者

ネットビジネス
運営者

ECサイト
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■株主優待のご案内■

「ちょいすdeチョイス」(3,000円相当）　
厳選された30種類の商品から

お好きな商品をお選びいただけるギフトです。

当社では、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または
記録された単元株式数(100株)以上保有の株主様1名につ
き1口、当社オリジナルギフト商品をご賞味いただける株主
優待を行っております。ギフト商品の発送は1月を予定し
ております。

山形県産ラフランス秀品	
7ー 8玉	約2kg

大山ハム　伝統の逸品

福さ屋無着色辛子めんたい
240g

鹿児島産黒豚しゃぶしゃぶ
詰合わせ

※ギフト商品は変更となる場合があります。

昨年１１月、大阪市港区に㈱関西スーパー様向け
の一括物流センター「天保山物流センター」を開設
いたしました。当センターは㈱関西スーパー様全店
舗に対し加工食品・菓子・酒類を在庫型で、雑貨・
タバコなどを通過型で商品供給しております。
また本年１月には、愛知県大府市にユニー㈱様向
けの一括物流センター「大府ドライ物流センター」
を開設いたしました。当センターはユニー㈱様の更
なる物流最適化への取組みとして当社が一括物流
センター運営を受託したもので、敷地面積約7,700
坪、延床面積約6,800坪の２階建ての大型物流セ
ンターです。当センターの取扱商品は一般食品・酒
類・菓子などで82店舗に商品供給を行っています。
当社はお客様が満足する売場づくりを推進し、店
舗内作業の効率化とセンターのローコスト運営を
実現し、新たな物流機能の提供に取組んでいます。

大府ドライ物流センター

一括物流センターを
新たに2カ所開設しました。

一括物流センター開設2.

4
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連結決算の概要	 Consolidated Financial Statements

■ 四半期連結貸借対照表	 （単位：百万円）
● 資産合計

● 負債合計

● 純資産合計

資産合計は、季節変動に伴う仕入債務の支払増加による現金
及び預金の減少から前連結会計年度末と比べ127億20百万
円減少の1,603億21百万円となりました。

負債合計は、仕入債務の季節変動要因などによる減少の結
果、前連結会計年度末と比べ118億24百万円減少の
1,086億36百万円となりました。

純資産は、利益剰余金が9億88百万円増加したものの、株
価下落によるその他有価証券評価差額金18億88百万円の
減少により、前連結会計年度末と比べ8億95百万円減少の
516億85百万円となりました。

● 営業活動によるキャッシュ・フロー

● 投資活動によるキャッシュ・フロー

● 財務活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純
利益30億74百万円、売上債権減少による収入増加17億
58百万円、未収入金の減少による収入増加25億84百万円
があったものの、季節変動などの影響で仕入債務の支出
136億29百万円増加により66億62百万円の支出となりま
した。

投資活動によるキャッシュ・フローは、新設物流センターなど
の固定資産の取得による支出27億34百万円、投資有価証
券の売却による収入20億円などにより、13億89百万円の
支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額3億
84百万円などにより4億25百万円の支出となりました。

　科　目 当第2四半期末
平成21年3月31日現在

前期末
平成20年9月30日現在

● 資産の部
流動資産 106,870 119,891
固定資産 53,451 53,150
　有形固定資産 28,233 23,576
　無形固定資産 969 759
　投資その他の資産 24,248 28,815
資産合計 160,321 173,041

● 負債の部
流動負債 105,744 117,472
固定負債 2,891 2,988
負債合計 108,636 120,460

● 純資産の部
株主資本 51,444 50,441
　資本金 4,923 4,923
　資本剰余金 7,163 7,163
　利益剰余金 39,954 38,966
　自己株式 △ 597 △ 611
評価・換算差額等 233 2,120
　その他有価証券評価差額金 233 2,121
　繰延ヘッジ損益 ─ △ 0
新株予約権 7 18
純資産合計 51,685 52,580
負債純資産合計 160,321 173,041

※百万円未満は切り捨てて表示しております。

■ 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	 （単位：百万円）

　科　目
当第2四半期累計
平成20年10月1日から
平成21年3月31日まで

前年同期
平成19年10月1日から
平成20年3月31日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー △ 6,662 △ 10,038

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,389 △ 1,561

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 425 △ 989

現金及び現金同等物の減少額 △ 8,477 △ 12,589

現金及び現金同等物の期首残高 19,238 27,720

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,761 15,130

※百万円未満は切り捨てて表示しております。
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連結決算の概要	 Consolidated Financial Statements

■	四半期連結損益計算書	 （単位：百万円）
● 売上高

● 営業利益

● 経常利益

● 四半期純利益

売上高は、スーパー、コンビニエンスストアなどの取引深耕に
より前年同期比較4.4％ (127億66百万円)増加の3,005
億49百万円となりました。

営業利益は、売上総利益は増加したものの、販売費及び一般
管理費の増加により、前年同期比較5.0％（1億31百万円）
減少の24億67百万円となりました。

経常利益は、営業利益の減少と、持分法適用会社の取込利益
減少により、前年同期比較10.0％ (2億66百万円)減少の
23億91百万円となりました。

四半期純利益は、投資有価証券評価損を計上したことにより、
前年同期比較13.7% (2億18百万円)減少の13億73百
万円となりました。

　科　目
当第2四半期累計
平成20年10月1日から
平成21年3月31日まで

前年同期
平成19年10月1日から
平成20年3月31日まで

売上高 300,549 287,783

売上原価 268,617 257,881

　売上総利益 31,931 29,902

販売費及び一般管理費 29,463 27,303

　営業利益 2,467 2,598

営業外収益 490 515

営業外費用 566 456

　経常利益 2,391 2,657

特別利益 1,019 255

特別損失 337 8

税金等調整前四半期純利益 3,074 2,904

法人税、住民税及び事業税 1,617 1,298

法人税等調整額  83 13

四半期純利益 1,373 1,591

※百万円未満は切り捨てて表示しております。

■ 商品分類別売上高構成比

ビール 21.9％
65,764百万円

嗜好・飲料 19.4％
58,276百万円

調味料・缶詰 18.0％
53,951百万円

和洋酒 15.4％
46,462百万円

ギフト 8.5％
25,555百万円

麺・乾物 8.4％
25,303百万円

冷凍・チルド 4.9％
14,706百万円

その他 3.5％
10,528百万円

スーパー 54.9％
164,974百万円

卸売業 17.9％
53,681百万円

メーカー他 4.3％
12,836百万円

  その他小売業 4.9％
14,843百万円

   百貨店 5.7％
17,068百万円

CVS・ミニスーパー 
12.3％

37,144百万円

合計
300,549
百万円

合計
300,549
百万円

■ 業態別売上高構成比

（注）	「ビール」には、発泡酒、ビール風アルコール飲料（第3のビール）の売上高を含んでおります。
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「みんなのプロジェクト」を立ち上げました。

みんなでつくり育てる「食」の商品開発コミュニティ

みんなの声を活かした新商品開発プロジェクトをはじめ、既存商品やサー

ビスの改善、自分で発掘したモノやアイデアの商品化を目指す会議室まで

いろいろ。大切なのは、「こんなのが欲しかった♪」「もっとこうすればイイ

のに」という、あなたのリアルなアイデアやご意見です。

みんなで商品を育てあげる楽しみを、ぜひご一緒に・・・。

みんなのプロジェク
トとは・・・

消費者と企業の

コミュニケーション広
場です。

つくった♪
　

　　みつけ
た♪

　　　　味
わった♪

お知
らせ

今すぐご登録を！！ http://minproject.jp/
「みんなのプロジェクト」はメンバー登録（無料）からスタートしま
す。メンバー登録をしていただくと、企業公認プロジェクトやアイ
デア会議室の参加や、掲示板への投稿が可能になります。ぜひとも
「みんなのプロジェクト」にアクセスしてください。

みんなのプロジェクト 検 索

平成21年5月1日に
「みんなのプロジェクト」サイト内に

「みんなのお弁当広場」がオープンしました。
楽しいサイトとなっておりますので、
「みんなのプロジェクト」と合わせて

アクセスしてください。
ここが

「みんなのお弁当広
場」
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みんなのプロジェク
トとは・・・

消費者と企業の

コミュニケーション広
場です。

つくった♪
　

　　みつけ
た♪

　　　　味
わった♪

みんなの声を聞きながら、みんなが欲しいと思う商品を、
みんなでつくり育てる企業公認プロジェクト。応援して
いただけるプロジェクトをみつけたら、ぜひともご参加
ください。

主催企業様からのプロジェクトテーマに対して、	みんなで
アイデアや意見を出し合って、新商品の開発を行います。		

●みんなの声を聞きながら商品開発の基本を探る《ヒント収集
掲示板》

●商品の詳細やコンセプトを決めるためにみんなの意見を集め
る《アンケート》
●ワークショップ、座談会、サンプル試食・試飲会、懇親会など
実際に集まって楽しむ《オフミーティング》

などがございます。

プロジェクト参加後…

主な取組み内容

プロジェクト一覧から応援していただける
企業やプロジェクトをみつける1

プロジェクト参加登録！
あなたのマイページに
プロジェクトアイコンが追加されます。

3
気になるプロジェクト内容を確認2

欲しいものはみんなでつくろう！

担当者のコメント

「みんなのプロジェクト」でお客様（消費者）とメーカーさん、
小売業さん、私たち食品卸が同じ広場で交流を重ね、コミュニ
ケーションを通じて食の安全・安心や食育への意識も高まれ
ばいいなと思います。

企業公認プロジェクト

自分で会議室を開設したり、興味ある会議室で意見を交
わしたりしながら、みんなのひらめきで商品化を目指す
掲示板です。グッドアイデアは「企業公認プロジェクト」
となって本格的に商品開発へ！

アイデア会議室
あなたのひらめきを掲示板で発表！

プロジェクト参加の流れ アイデア会議室の使い方

アイデア
会議室

みんなで
商品のアイデアを
練り上げていく

他メンバー

サイト管理人
ピンときた会議室の発想に
企業をコーディネート

企業がアイデアを採用すれば
企業公認プロジェクト

具体的な商品開発がスタート

会議テーマを
思いついたら

自分で会議室を開設

発言や投稿

質問

気になる会議室を
みつけたらコメントや
参考画像を投稿

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
開
発
本
部

梅
澤 

大
輔
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会社概要	 Corporate Profile
（平成21年3月31日現在）

商 号 伊藤忠食品株式会社

創業年月日 明治19年2月11日（1886年2月11日）

設立年月日 大正7年11月29日（1918年11月29日）

資 本 金 4,923,464,500円　

従 業 員 数 連結1,125名　個別769名
事 業 内 容  酒類・食品の卸売およびそれに伴う商品の保管、	

運送ならびに各種商品の情報提供、商品流通に関する
マーチャンダイジング等を主とした事業活動を展開。

本店所在地 大阪市中央区城見2 ｰ 2 ｰ 22 
大阪本社 
〒540 ｰ 8522 大阪市中央区城見2 ｰ 2 ｰ 22
電話（06）6947 ｰ 9811
東京本社
〒103 ｰ 8320 東京都中央区日本橋室町3 ｰ 3 ｰ 9 
電話（03）3270 ｰ 7620

代表取締役
会長執行役員 太田　　徹

代表取締役
社長執行役員 濱口　泰三

代表取締役
専務執行役員 岩城　　彰

取締役
専務執行役員 足立　　誠

取締役（非常勤） 青木　芳久
常勤監査役 長谷　　茂
監査役（非常勤） 松本　耕一
監査役（非常勤） 増岡　研介
監査役（非常勤） 藤山　二郎

常務執行役員 栗山　勝之
常務執行役員 佐藤　　進
執行役員 山仲　春男
執行役員 山﨑　義雄
執行役員 勝山　元春
執行役員 大釜　賢一
執行役員 小嶋　一郎
執行役員 黒田　泰章

●㈱宝来商店 （100.0）
小売業

●ISCビジネスサポート㈱
●㈱アイ・エム・シー
●㈱カジタク

（100.0）
（100.0）
（51.0）

サービス業
●新日本流通サービス㈱
●㈱東名配送センター
●ジャパン・カーゴ㈱

（100.0）
（51.0）
（100.0）

物流管理・運送業

●㈱磯美人 （42.5）
食品製造業

●㈱静岡メイカン
●愛知伊藤忠食品㈱
●九州伊藤忠食品㈱
●ティーエスアイ㈱

（100.0）
（100.0）
（100.0）
（60.0）

（42.5）
（34.7）
（35.0）

●㈱中部メイカン
●カネトミ商事㈱
●㈱スハラ食品

卸売業

●連結子会社　●非連結子会社　●関連会社 　※（　）は議決権比率（％）

子会社・関連会社
（平成21年3月31日現在）

役員会社概要
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株式の状況

株式の状況	 Stock Information
（平成21年3月31日現在）

（注）1	日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（住友信託銀行再信託分・アサヒビール
㈱退職給付信託口）の所有株式は、アサヒビール㈱が所有していた当社株式
を住友信託銀行㈱に信託したものが、日本トラスティ・サービス信託銀行㈱に
再信託されたもので、議決権はアサヒビール㈱に留保されております。

	 2	みずほ信託銀行㈱退職給付信託みずほ銀行口再信託受託者資産管理サービ
ス信託銀行㈱の所有株式は、㈱みずほ銀行が所有していた当社株式をみずほ
信託銀行㈱に信託したものが、資産管理サービス信託銀行㈱に再信託された
もので、議決権は㈱みずほ銀行に留保されております。

●	住所変更、単元未満株式の買取等のお申出先について
	 株主様の口座のある証券会社にお申出ください。なお、証券会社に口座が
ないため特別口座が開設されました株主様は、特別口座の口座管理機関で
ある中央三井信託銀行株式会社にお申出ください。

●	未払配当金の支払いについて
	 株主名簿管理人である中央三井信託銀行株式会社にお申出ください。
●	上場株式配当等の支払いに関する通知書について
	 租税特別措置法の平成20年改正（平成20年4月30日法律第23号）によ
り、平成21年1月以降にお支払いする配当金について株主様あてに配当
金額や源泉徴収税額等を記載した「支払通知書」を送付することが義務づけ
られました。
	 配当金領収証にてお受取りの株主様は年末または翌年初に「支払通知書」を
送付いたしますのでご覧ください。口座振込を指定されている株主様は配
当金支払いの際送付している「配当金計算書」が「支払通知書」となります。
なお、両書類は確定申告を行う際その添付資料としてご使用いただくこと
ができます。

●	株主様のご住所・お名前に使用する文字に関してのご案内
	 株券電子化実施に伴い、株主様のご住所・お名前の文字に、株式会社証券
保管振替機構（ほふり）が振替制度で指定していない漢字等が含まれている
場合は、その全部または一部をほふりが指定した文字またはカタカナに変
換して、株主名簿にご登録いたしております。このため、株主様にご送付す
る通知物の宛先が、ほふりが指定した文字に置換えられる場合があります
ので、ご了承ください。株主様のご住所・お名前として登録されている文
字については、お取引の証券会社等にお問い合わせください。

国内法人 
64.32％
8,382,100株

金融商品取引業者 
2.14％
278,530株

外国人 6.34％
826,467株

金融機関 12.74％
1,660,831株

個人・その他 14.46％
1,884,762株

株主メモ

所有者別株式分布状況

発行可能株式総数 40,000,000株
発行済株式の総数 13,032,690株
株主数　　　　　　　　		　		7,776名（前期末比510名減）

大株主

株主名 所有株式数㈱ 所有株式数比率（％）

伊藤忠商事㈱ 6,219,316 47.72
日本トラスティ・サービス信託銀行㈱
（住友信託銀行再信託分・アサヒビール㈱退職給付信託口） 690,000 5.29

アサヒビール㈱ 421,500 3.23
㈱日本アクセス 400,000 3.07
バークレイズ　バンク　ピーエルシー
バークレイズ　キャピタル　セキュリティーズ 352,100 2.70

味の素㈱ 339,129 2.60
松下善四郎 302,000 2.32

立花証券㈱ 250,000 1.92

みずほ信託銀行㈱退職給付信託	みずほ銀行口
再信託受託者資産管理サービス信託銀行㈱ 236,835 1.82

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱
（信託口4G） 219,900 1.69

事 業 年 度 毎年10月1日から翌年9月30日まで
定時株主総会 毎年12月
基 準 日 定時株主総会　9月30日

期末配当　　　9月30日
中間配当　　　3月31日 

株主名簿管理人 〒105 ｰ 8574 東京都港区芝三丁目33番1号
中央三井信託銀行株式会社

郵便物送付先 〒168 ｰ 0063 東京都杉並区和泉ニ丁目8番4号
中央三井信託銀行株式会社 証券代行部

（電話照会先） 電話　0120 ｰ 78 ｰ 2031（フリーダイヤル） 
取次事務は中央三井信託銀行株式会社の全国各
支店ならびに日本証券代行株式会社の本店およ
び全国各支店で行っております。

公 告 方 法  電子公告の方法により行います。ただし、やむ
を得ない事由により電子公告をすることができ
ない場合は、日本経済新聞に掲載します。
＊公告掲載の当社ホームページアドレス
    http://www.itochu-shokuhin.com/

単元株式数 100株
証券コード 2692
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本報告書は、環境保全のため、
大豆油インクで印刷しています。

お問い合わせ	
■	大阪本社	
	 〒540ｰ 8522	大阪市中央区城見2ｰ 2ｰ 22
	 電話	（06）6947ｰ 9811
■	東京本社	
	 〒103ｰ 8320	東京都中央区日本橋室町3ｰ 3ｰ 9
	 電話	（03）3270ｰ 7620
■	インターネットホームページURL	
	 http://www.itochu-shokuhin.com/	
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