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平成２１年９月１５日 

各 位 

会 社 名 石 垣 食 品 株 式 会 社

代 表 者 名 代表取締役社長 石垣裕義

問 合 せ 先 経理部 主任 小西一幸

電 話 番 号 0 3 ( 3 2 6 3 ) 4 4 4 4

（JASDAQ・コード ２９０１） 

 

当社株式の時価総額、事業の現状及び今後の事業展開について 

 

当社の株式につきましては、平成 21 年 6 月の時価総額（月末上場時価総額）が３億円未満となりましたの

で、今後の見通し等についてお知らせいたします。 

 

記 

 

１．当社株式の時価総額について 

当社株式は、平成 21 年 6 月の月末上場時価総額が３億円未満となりました。ジャスダック証券取引所が

定める株券上場廃止基準第２条第１項第３号（上場時価総額）では、９ヶ月（事業の現状、今後の展開、事

業計画の改善その他ジャスダック証券取引所が必要と認める事項を記載した書面を３ヶ月以内にジャスダ

ック証券取引所に提出しない場合にあっては、３ヶ月）以内に、毎月の月間平均上場時価総額及び月末上場

時価総額が５億円以上にならないときは、上場廃止になる旨規定されております。これを受け当社は、ジャ

スダック証券取引所に当該書面を提出することとなりましたので、お知らせいたします。 

なお、上記株券上場廃止基準第２条第１項第３号（上場時価総額）については、現下の株式市場の状況に

鑑み、平成 21 年 12 月末までの間は、上場時価総額基準を５億円未満から３億円未満に変更して当該基準が

適用されることとなっております。 

 

（ご参考） 

（１）① 当社株式 平成 21 年６月末（６月 30 日）現在の上場時価総額 

  ６月末 終価格 130 円 × ６月末上場株式数 2,265,000 株 ＝ 294,450,000 円 

 ② 当社株式 平成 21 年７月末（７月 31 日）現在の上場時価総額 

  ７月末 終価格 145 円 × ７月末上場株式数 2,265,000 株 ＝ 328,425,000 円 

 ③ 当社株式 平成 21 年８月末（８月 31 日）現在の上場時価総額 

  ８月末 終価格 130 円 × ８月末上場株式数 2,265,000 株 ＝ 294,450,000 円 

（２）① 当社株式 平成 21 年６月月間平均上場時価総額 289,165,000 円 

 ② 当社株式 平成 21 年７月月間平均上場時価総額 284,257,500 円 

 ③ 当社株式 平成 21 年８月月間平均上場時価総額 294,450,000 円 
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２．事業の現状 

（１）事業の内容 

当社グループは、本社および国内１工場からなる当社、中国１００％出資子会社の本社工場１拠点の計３

拠点からなり、自社ブランド商品である「フジミネラル麦茶」を主力とする麦茶・烏龍茶等の嗜好飲料の国

内生産、同じく自社ブランド商品であるビーフジャーキーの中国子会社による製造・輸入・販売する“一般

向商品”事業を主たる事業とし、その他、乾燥野菜、乾燥なるとなどを完成品用具材として即席麺業者等へ

納入する“業務用商品”を委託生産して輸入・販売等を行っております。 

（２）事業の状況 

当社の主な事業の売上高と、連結指標は次の通りであります。 

（単位：百万円、括弧内は前期比％） 

平成 17 年３月期 平成 18 年３月期 平成 19 年３月期 平成 20 年３月期 平成 21 年３月期

事業別売上高 

麦茶 

 

302(106.8) 281( 93.1) 261( 92.8)

 

272(104.4) 271( 99.6)

ジャーキー 154(113.4) 180(117.1) 208(115.7) 216(103.9) 207( 95.7)

業務用商品 972( 95.2) 827( 85.1) 853(103.1) 607( 54.0) 199( 32.8)

連結指標   

売上高 1,478 1,335 1,373 1,170 709

営業損益 27 △37 △122 △90 △158

経常損益 30 △40 △131 △103 △204

当期純損益 30 △62 △181 △154 △483

純資産 1,091 1,068 912 730 287

総資産 1,723 1,718 1,565 1,395 457

①麦茶事業 

麦茶事業は、子持ちの家庭が主たる顧客層であり、少子化により市場全体が縮小傾向となっております。

またこの層は、品質や価格に対する要求が非常に厳しい上に、嗜好品のため、景気に大きく左右されます。

更に、気候変動も売上高に大きな影響を与えるため、競争や環境が非常に厳しい事業と言えます。 

平成 19 年３月期は、長梅雨の影響を受けて低調で、前年同期比 7.2％減の 261 百万円となりました。

平成 20 年３月期も、梅雨明けが大幅に遅れたものの、８月中盤以降は記録的な猛暑となり、前年同期比

4.4％増の 272 百万円となりました。平成 21 年３月期は、平年を上回る暑さとなり、猛暑となった前年並

みの 271 百万円となりました。 

売上推移だけを見ると比較的堅調に推移しておりますが、原材料価格の上昇圧力等により平成 20 年３

月期の麦茶Ｓタイプの製造原価が平成 16 年３月期比で 19.7％増加するなど、営業損益の悪化の一因とな

っております。 

また、上記のように売上高が気候変動に左右されることや、夏期に偏った販売・製造体制となっており、

稼働体制の平準化等が必要で、これに代わる主力事業の育成は当社の悲願となっておりました。 

 

②ビーフジャーキー事業 

ビーフジャーキーは、平成 17 年３月期から平成 19 年３月期まで３期連続で２桁増収するなど好調に推
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移して参りました。従来、珍味は水産品や菓子業者が主体となって市場を構成し、ビーフジャーキーとい

えば米国や豪州産の、肉感や風味が日本人の嗜好にあまりそぐわないものが主流でしたが、当社は、業務

用乾燥肉の製造実績や中国子会社の設備を活用し、中国産の柔らかい小型牛を原料に使用、自動化の難し

い食肉加工も中国の安価な人件費を活かして手間をかけた検品・加工体制を構築、更に日本人の嗜好に合

った風味を提供いたしました。珍味の顧客は比較的保守的で購買のリピート率が高く、既存取扱店での売

上が底堅い上に、積極的な営業活動で新規取扱店開拓を行い、着実に売上を拡大することができました。

また、ビーフジャーキーを自社製造していない珍味業者へＯＥＭ（相手先ブランドによる商品供給）生産

を展開するといった事もあり、成長を維持することができました。 

平成 19 年３月期は、ＯＥＭの拡大などで、前年同期比 15.7％増の 208 百万円となりました。平成 20

年３月期は、順調に取引先の拡大が続いたものの、平成 20 年１月の中国産冷凍餃子農薬混入事件に端を

発した中国産食品への風評の影響を受け、前年同期比 3.9％増の 216 百万円となりました。平成 21 年３

月期は、通期で風評の影響を受け続けたものの、影響は 小限に抑えられ、前年同期比微減の 207 百万円

となりました。 

ここ数年は、中国産食品に対するイメージダウンの影響を受けて、売上の伸長が止まったものの、当社

製品に対する評価から考えますと、当社製品の市場からのニーズは非常に高く、製品自体の能力は高いも

のと考えます。また、ビーフジャーキーは冷凍餃子の農薬混入事件に際しても輸入規制強化の影響をあま

り受けなかったこと、事件が沈静化した中で、以後の中国当局の規制強化は考えられないことから、中国

産食品に対する風評被害が沈静化さえすれば、今後も成長することが期待されております。 

麦茶を主力とし、営業や製造の稼働体制が夏期に集中していた従前の当社にとって、通年型商品であり、

更に売上拡大が見込めるビーフジャーキーは、まさに当社にとって成長に欠かせない商品であると言えま

す。 

 

③業務用商品事業 

業務用商品は従来、レトルト具材および乾燥肉を主力とし、その他に乾燥野菜、乾燥なると等を製造・

販売して参りました。 

しかしレトルト具材および乾燥肉具材は、製造を行っていた中国連結子会社チンタオ石垣食品有限公司

における人件費や原材料価格の高騰、納入先メーカーの不振や少量多品種製造への変化等により近年は慢

性的な赤字事業となっていたところ、農薬混入事件の影響による中国政府の輸出強化等があり事業の好転

は困難と判断し、平成 20 年３月期中にチンタオ石垣食品有限公司を譲渡、両事業からは完全に撤退しま

した。 

乾燥野菜、乾燥なるとは、規模は小さいものの、他社へ委託製造している商品であり、着実に利益を計

上できるため継続することとしております。 

 

④その他事業環境について 

上記の通り、当社のおかれている状態は非常に苦しいものと言え、事実、連結損益は平成 21 年３月期

まで４期連続で営業損失、経常損失、当期純損失を計上しております。当社グループは、３期連続赤字が

不可避と判断された平成 20 年度期初より、これらの問題に対処し、あらためて利益を計上して黒字化を

目指す経営改善策を策定する常務会を、 多時には週に１回程度、これまでに 20 回以上開催し、全社挙
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げて経営改善策を遂行して参りました。経営改善策は当初、経費や人件費を小幅縮小すれば黒字化を達成

できるとの見込みから始まりましたが、レトルト事業赤字の深刻化や乾燥肉の輸入停止、平成 20 年夏よ

り表面化した米国の金融危機を発端とする世界同時不況などの環境変化を受けて随時、事業撤退や子会社

の譲渡、業務用食品からの撤退と一般向自社ブランド商品の強化、その強化策など計画の変更や強化をし

ながら、対応をしてまいりました。これらにより上記のレトルト具材および乾燥肉具材事業からの撤退、

中国連結子会社チンタオ石垣食品有限公司の譲渡を行ったほか、国内２工場を１工場に統廃合、人員削減、

役員報酬や社員給与の大幅カット、賞与支給停止、本社不動産の売却と小規模賃貸オフィスへの移転、保

有不動産や有価証券の売却およびそれらの対価を原資とした有利子負債の削減等を行っております。 

 

（３）当社の対処すべき課題 

上記の通り、平成 22 年３月期損益の大幅改善を目標に、当社は経営再建策を実行中でありますが、なお

下記のような課題があります。 

①資材価格の高騰および食品品質に対する厳しい要求に伴う利益率の低下 

国際情勢の悪化による原油価格の上昇、人口増や異常気象のほかバイオエネルギー等の新需要創出に伴

う世界的な穀物価格の上昇、またその上昇に乗じた先物投資等による更なる高騰により、ここ数年は原油

価格と穀物価格は異常な高騰を見せました。 

食品においても、穀物価格の高騰のみならず、原油価格の高騰は、油脂由来製品、運輸コストの上昇、

果ては漁業船舶の利益圧迫を生じさせ魚介類の価格が高騰、他の商品への需要移転が本来これらの要因と

は無関係な食品への需要集中を生み、食品全体の価格を押し上げるなど、多大な影響を与えました。 

当社主力商品の１つである麦茶の主原料・大麦については、従来政府が固定価格で実需要者へ売渡して

いた価格制度が廃止され、平成 18 年度より国際相場、為替相場の変動に応じて売り渡し価格が変わる価

格変動制へ変更、そこへ世界的な穀物相場の高騰がストレートに国内調達価格へ反映する形となり、輸入

大麦、国内産大麦とも同水準の高騰となりました。特に平成 19 年は、１月に比べ 12 月は 85％以上の値

上がりとなるなどの急騰となり、平成 20 年２月のピーク時には平成 17 年１月に比べ倍以上の、141％高

にまで達しました。一時、この価格高騰も沈静化しておりましたが、平成 21 年５月には再び同年月比

47.6％高まで高騰しており、価格変動制となっている現状においては一層の価格高騰に対して予断を許さ

ない状況であります。 

ビーフジャーキーの主原料である中国産畜肉の価格も大幅に高騰しております。供給量の回復を受け、

価格の高騰は一息つきましたが、中国国内市場における需要は依然増加傾向で、また、人民元は徐々に高

値となっておりますので、今後も高くなっていくことが予想されます。 

また近年、食品については、原材料や原産地の偽装表示等が相次ぎ、消費者の商品・品質に対する目が

非常に厳しくなってまいりました。特に中国産食品については、平成 20 年１月に発生した冷凍食品への

農薬混入事件を発端に、厳しい目を向けられることになり、当社においても商品の検品体制の強化をせざ

るを得ず、製造経費の増加を強いられることとなりました。 

これらに伴い、平成 21年３月期における麦茶標準（Ｓ）タイプの製造原価は平成 16年３月期比で 27.8％

の増加、ビーフジャーキー標準（30 グラム入り）タイプで 20.1％の増加となっております。 

しかし、日本国内市場では長期的なデフレ傾向が続き、価格低下に対する要求が強い中、卸売価格への

転嫁は競争力の低下に結びつくため実現には限界があり、利益率を大幅に減少させることとなりました。 
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②季節変動の大きい稼働率 

当社は、国内に２工場を擁しておりましたが、麦茶等嗜好飲料を生産する船橋工場と、輸入したビーフ

ジャーキーや業務用肉食品を検品する成田空港工場の２拠点でしたが、麦茶の 盛期である夏季を繁忙期

とする船橋工場は冬季の閑散期の操業率低下を課題とし、他方成田空港工場も業務用肉食品の供給先であ

るカップラーメンの需要は比較的冬季に盛り上がるほか、ビーフジャーキーも年末の忘年会シーズンなど

に需要が盛りあがるため夏季の操業率低下が課題となっておりました。これら、季節によって繁閑に波の

ある２拠点の保有は決して合理的とは言えず、保有設備や人件費が無視できない負担となったため、当社

は設備の老朽化等の問題の生じた船橋工場を廃止し、成田空港工場へ統廃合いたしました。 

しかし、業務用肉食品から撤退したことにより、麦茶製造の繁忙期以外の稼働については、なお課題が

残っております。 

 

３．今後の展開と事業計画について 

当社は現在、取締役会が中心となって策定した経営改善策を着実に実行中でありますが、その他の課題に

ついて、現在進行中の計画は以下のとおりであります。 

（１）債務の圧縮 

経営改善策により、平成 20 年３月期末時点で４億円あった有利子負債は平成 22 年３月期第１四半期末

において 1,700 万円まで削減しておりますが、平成 22 年３月期第３四半期末までにこれを完済し、有利

子負債を０とする予定であります。 

これにより平成 20 年３月期において 10 百万円あった支払利息が大幅に圧縮され、平成 22 年３月期は

１百万円程度に圧縮され、翌期以降は０となる予定であります。 

 

（２）麦茶および健康茶新商品の展開 

今後は麦茶を中心とした自社ブランド商品に注力してまいります。 

主力の麦茶については、既に市場においては確固たるブランド力を維持しておりますが、麦茶の主力市

場は長期的には縮小傾向ではあります。しかし健康ブームのほか、長期的な高齢化を背景に、健康食品・

飲料の市場は拡大の傾向にあり、当社のブランドイメージはそういった市場にも一定の力を持っているも

のと考えます。このブランドイメージを 大限に活用して、引き続き拡大の見込まれる健康茶市場に向け

た茶関連新商品を順次市場に投入し、既存商品の売上高については前年同期比 100％を維持、これに新商

品の売上を加えることを目指してまいります。 

従来、研究開発部門は業務用食品の品質管理等に注力して参りましたが、これらの事業からは撤退いた

しましたので、今後は健康茶の新商品開発を始めるなど一般向商品の研究開発に注力してまいります。ま

た、営業部門は業務用部門と一般向商品に分散しておりましたが、マンパワーを一般向商品に集中できま

すので、麦茶および健康茶の営業を強化して参ります。研究開発部門および営業部門の組織改編は平成

21 年１月に実施され、既に新体制による稼働を開始しております。 

また、健康茶新商品は、夏季を主力とする麦茶の閑散期を埋める、秋冬商品としての伸長を期待されて

おります。健康茶新商品の稼働が、麦茶の閑散期を埋めることができれば、当社の損益に寄与することが

期待できます。 

以上より、既存茶飲料は前年同期比 100％の売上を維持し、これに健康茶の新商品を加える事で、毎年、
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全社合計売上高を５％底上げすることを目標として参ります。 

 

（３）ビーフジャーキーの更なる販売強化 

麦茶とともに一般向商品である、ビーフジャーキーの営業にも注力してまいります。 

ビーフジャーキーは、中国子会社ウェイハン石垣食品有限公司において生産されておりますが、冷凍食

品の農薬混入事件の沈静化や北京五輪の終了を受け、以後の輸入停止や制限の強化は無いものと考えてお

ります。消費者や小売店の品質要求は今後も高まっていくものと考えられますが、依然として日本より安

い原料費や人件費を活かし、更に一部製造工程の自動化等の設備投資を行い、省力化する等の生産合理化

を図り、製造コストを抑えます。以上により、品質と価格の要求に今後も応え続け、一定の売上を維持で

きるものと考え、ビーフジャーキーの更なる拡販を図るべく営業を強化して参ります。 

また従来、営業部門は業務用部門と一般向商品に分散しておりましたが、レトルト具材事業から撤退し

業務用部門が大幅縮小したことからマンパワーを一般向商品に集中できますので、ビーフジャーキーの営

業が強化されることも、寄与する見込みです。 

以上より、ビーフジャーキーは前年同期比 103％の売上を計上することを目指して参ります。 

 

４． 後に 

当社グループは、経営改善策を実施することで、平成 21 年３月期の連結業績は、収益面においては業務用

乾燥肉およびレトルト具材からの撤退に伴って売上高が 709 百万円（前連結会計年度比 39.4％減）と大幅な

減収になり、損益面においては業務用乾燥肉およびレトルト具材の輸入停止に伴う営業損失の計上や、上記の

事業再建策に伴う事業整理損失等に伴って営業損失 158 百万円（前連結会計年度は営業損失 90 百万円）、経常

損失 204 百万円（前連結会計年度は経常損失 103 百万円）、当期純損失 483 百万円（前連結会計年度は当期純

損失 154 百万円）と大幅な赤字を計上することとなりました。 

また、規模も大幅に縮小することになりますが、これらの施策を確実に遂行することにより、平成 22 年３

月期以降は小さいながらも、筋肉質で確実に利益を計上できる体質を作り上げる事ができると考えております。 

業績回復を狙う平成 22年 3 月期では、既に平成 21 年 7 月 31 日に「平成 22 年 3 月期第 1四半期決算短信」

を発表しております。収益面においては、麦茶およびビーフジャーキーをはじめとする一般向商品の売上高は

前年同四半期比微増となりましたが、レトルト具材および乾燥肉からの撤退に伴う業務用商品の売上高大幅減

により、売上高は 160 百万円（前年同四半期比 38.1％減）となりました。損益面においては、事業再建計画

の進展に伴い、固定費の圧縮等が図れたものの、本社移転に伴う一時費用の計上や、国内工場の機能統合効果

が現場作業員の不慣れ等により十分な合理化効果を得る事ができなかったことに伴い、営業損失 3百万円（前

年同四半期は営業損失 17 百万円）、経常損失 4百万円（前年同四半期は経常損失 37 百万円）、四半期純損失 4

百万円（前年同四半期は四半期純損失 257 百万円）と、若干ながら黒字転換を図ることができませんでした。 

当社は、事業の再建を一層確実なものとするべく、平成 21 年 7月 21 日をもって本社を移転し、賃借費用を

年間 2百万円削減するなど、更なる事業努力を継続して行い、財務の改善を目指しております。 

また収益面においても、比率が過少であり、業績予想の修正等は行っておりませんが、上述の通り当初は前

年同期比 100％の売上維持を目指していたビーフジャーキーについて、その後の売上状況から前年同期比

103％程度の売上を目指す事に変更するなど、収益確保についても、着実に地歩を築いております。 

時価総額の浮揚策としては、配当のほか自己株買取りなど資本政策等も考えられますが、現状の市場や当社
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の状況から鑑みると、その実施自体が困難と考えられたり、効果に疑問が持たれる状況となっております。 

当社グループとしましては、経営改善の施策の着実な遂行による利益計上体質の構築と、それに伴う財務の

改善こそが、確実な時価総額浮揚策と考え、実施して参りますので、皆様におかれましては、当社グループの

施策にご理解を頂き、ご指導ご鞭撻頂ければ幸いと存じます。 

 

以 上 


