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出資法人等経営状況報告書

１ 作成年月日及び担当部署

作成年月日 平成 27 年 11 月 18 日 担 当 部 署 総務管理部 行政改革推進課

※以下は平成 27 年 6月 30 日現在の内容です。

２ 法人等の概要

法人等名称 株式会社 よしかわ杜氏の郷

代 表 者 名

代表取締役社長 関原 貢

□ 常 勤 ■ 非常勤

□ プロパー □ 市派遣 ■ 市兼務 □ その他

所 在 地 新潟県上越市吉川区杜氏の郷 1番地

設立年月日 平成11年 3月 21日 資 本 金 184,150 千円 市出資割合 82.6％

設 立 目 的

酒米の生産と地酒醸造による消費者との結び付きにより地域農業の発展、農家所得

の向上を図るため。

３ 組織

（単位：人）

理事・

取締役

監事・

監査役
計

内訳

プロパー 市派遣 市兼務 その他

役
員

常勤 1 1 1

非常勤 4 1 5 4 1

計 5 1 6 5 1

職
員

正職員 － － 4 4

臨時職員 － － 3 3

パート職員等 － － 3 3

計 － － 10 10

４ 主な事業

⑴ 酒類の製造・販売

⑵ アイスクリーム等乳製品の製造・販売

⑶ 道の駅よしかわ杜氏の郷の管理運営

⑷ 米穀類、山菜、きのこ及び農水産物の集荷及び加工、販売並びに研究開発

⑸ 四季菜の郷（区内農家が農産物等を持ち込む販売施設）の管理運営

⑹

⑺
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５ 事業実績（概要）

・第 17 期は、上期において、平成 26 年 4月からの消費税率の引上げや清酒の全国的な移出量の低下

による消費低迷の影響があった中でギフトを中心に販売を進めたほか、下期においては、各地のイ

ベントに参加するなど積極的な拡販営業展開を推進してきた結果、全体の営業収益（売上高）は、

前期との比較で 4,663 千円の増（4.7％の増）の 102,906 千円となりました。

・主力である酒造部門の売上高は、ロンドン酒チャレンジ 2014 で金賞を受賞した「よしかわ杜氏 吟

醸酒」や第 11 回上越地区酒造研究会清酒品評会で第 1 位となった「よしかわ杜氏 大吟醸酒」を

始めとする各賞の受賞酒を前面に出した拡販を進めた結果、前期との比較で 6,432 千円の増（9.5％

の増）の 73,800 千円となりました。

・アイス部門の売上高は、5月や 8 月は好調だったものの、来場者の多い夏季の週末の悪天候のほか

雷雨や大風の影響もあり、前期との比較で 11千円の増（0.3％の増）の 3,818 千円と伸び悩みまし

た。

・売店部門の売上高は、前期に引き続き、鵜の浜温泉旅館と連携した宿泊客の誘客や、観光会社への

営業展開を進めたものの、観光客が減少し来店者数が伸び悩んだことから、前期との比較で 561 千

円の減（3.6％の減）の 15,111 千円となりました。

・営業費用は、人件費の削減や製造設備の減価償却費の減少により売上原価が減少した一方、酒造部

門の売上高の伸びに伴う発送配達費の増加や、取引先の破産に伴う貸倒償却の計上など、一般管理

費・販売費が増加したことから、前期との比較で 2,382 千円の増（2.4％の増）の 102,421 千円と

なりました。

・当期純利益は 555 千円と 2期ぶりに単年度黒字を計上し、第 17 期末の欠損金は 53,669 千円となり

ました。

○ 部門別売上高実績

区分
第 15 期

（平成 24 年度）実績

第 16期

（平成 25 年度）実績

第 17期

（平成 26 年度）実績

酒造部門 68,691 千円 67,368 千円 73,800 千円

アイス部門 4,139 千円 3,807 千円 3,818 千円

売店部門 17,222 千円 15,672 千円 15,111 千円
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６ 財務状況

                                （単位：千円）

項 目

第 15期（平成 24年度）

自 平成 24 年 7 月 1 日

至 平成 25 年 6 月 30 日

第 16 期（平成 25年度）

自 平成 25 年 7 月 1 日

至 平成 26 年 6 月 30 日

第 17 期（平成 26年度）

自 平成 26 年 7 月 1 日

至 平成 27 年 6 月 30 日

備 考

損
益
計
算
書

営業収益（売上高） 97,599 98,243 102,906

営業費用 101,472 100,039 102,421

売上原価 61,516 60,950 61,983

一般管理費・販売費 39,956 39,089 40,438

営業利益 △3,873 △1,796 485

営業外収益 5,553 1,136 873

営業外費用 492 437 384

経常利益 1,188 △1,097 974

特別利益 0 0 0

特別損失 710 0 0

税引前当期純利益 478 △1,097 974

法人税等 390 290 419

当期純利益 88 △1,387 555

項 目 平成 25 年 6 月 30 日現在 平成 26 年 6 月 30 日現在 平成 27 年 6 月 30 日現在 備 考

貸
借
対
照
表

資 産 155,589 150,739 149,435

負 債 24,276 20,813 18,954

純資産 131,313 129,926 130,481

資本金 184,150 184,150 184,150

剰余金・欠損金 △52,837 △54,224 △53,669

その他 0 0 0
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７ 経営状況の予備的診断

予備的診断フロー

※ この評価に関連する特殊な事情又は要因など特記すべき事項

積極的な拡販営業による売上高の増加と、製造原価や諸経費の低減に努めた結果、単年度黒字を

計上しました。これにより、経営状況の予備的診断の評価は、第 16 期のＡ－４から第 17 期はＡ－

３に改善されました。

評価 Ａ－３
評価基準 備考

Ａ－１
累積欠損金がなく、単年度黒字の
場合

引き続き経営努力を
行う。

Ａ－２
累積欠損金がなく、単年度赤字の
場合

複数年の経過を注視
しながら引き続き経
営努力を行う。

Ａ－３
累積欠損金が資本金の 50％未満
で、単年度黒字の場合

経営改善の努力を要
する。

Ａ－４
累積欠損金が資本金の 50％未満
で、単年度赤字の場合

経営改善の一層の努
力を要する。

Ｂ
累積欠損金が資本金の 50％以上の
場合

事業の見直し等も含
めた抜本的な経営改
善を要する。

No

Yes

単年度黒字か

Ａ－１累積欠損金
があるか

累積欠損金が資本
金の50％未満

Ａ－２

Ａ－４

Ｂ
累積欠損金が資本
金の50％以上

No

Yes
Ａ－３

単年度黒字か
Yes

No
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８ 市の関与の状況

⑴ 市の委託額                              （単位：千円）

内訳 平成 24 年度 平成 25年度 平成 26 年度 備考

① 道の駅よしかわ杜氏の

郷委託料
3,675 3,674 3,564

② 吉川区特産品販売促進

委託料
3,852 3,891 4,011

③

④

⑤

計 7,527 7,565 7,575

⑵ 市の財政援助額                            （単位：千円）

内訳 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 備考

① 補助金（助成金）

② 貸付金

③ 損失補償

④ 債務保証

⑤ その他（     ）

計 0 0 0

９ 今後の経営計画等

⑴ 次期事業計画

営業収益（売上高）は 107,200 千円、当期純利益は 1,281 千円を目標とし、次の取組・事業を強化

する。

⑴ 製造関係

①酒製造コストの精査と社内労務応援体制の構築

②高品質酒の生産と受賞酒の定着に向けた技術確立

⑵ 営業関係

①安定経営の発展に向けた営業活動の推進

②ホームページの充実・活用と通販顧客に対する営業推進

③大規模顧客に対する組織的営業活動による市場の拡大

【各部門売上目標額】

酒造部門   78,000 千円

アイス部門  4,000 千円

売店部門   18,000 千円

その他    7,200 千円

⑵ 中長期経営計画

なし



6

報告事項  第１７期事業報告について

１ 第１７期事業報告営業の概要

平成２６年７月からの第１７期においては、金融緩和による円安の進行等により、

大手製造業を中心に景気は回復基調にありましたが、平成２６年４月の消費税率

８％の引き上げに伴う駆け込み需要の反動や価格の上昇に伴う消費の低迷により、

地方経済においては全体として弱い動きとなり、また、円安による輸入価格の高騰

による原材料の引き上げ等が影響し、企業の収益は厳しい状況にありました。

また、清酒業界においては、持ち直すかとも思われた出荷量ではありますが、清

酒の全国的な課税移出量が９７．５％と低迷し、相変わらずの日本酒離れが進み厳

しい経営環境にありました。

しかしながら、このような状況の中、１７期の事業方針を踏まえ、北陸新幹線の

開業や上越市地酒で乾杯条例の制定、メイドイン上越などの地域密着素材を積極的

に活用し営業活動を展開するとともに、品評会等における複数の受賞をはじめ、酒

の品質向上に努めた結果、地方の景気や消費が回復しない中、上期は前年を３．７％

上回り、例年消費が最も低下する冬季１月、３月においては、イベント等への積極

的な参加や新規顧客開拓を行うことにより前年よりも売上を大きく伸ばし、下期も

前年比＋６．０％の売り上げとなりました。

積極的な拡販営業展開を推進してきた結果、全体の売上では、１０２，９０６千

円 前年比１０４．７％と増加し、また、原価の低減や諸経費削減に努めた結果、

経常利益も９７３，７６０円の黒字となりました。

第１７期の特徴は、

（１） 全 体                                                         

・上期については、消費税率引き上げや日本酒離れによる消費低迷の影響もあり
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ましたが、例年同様ギフト中心に販売を進め、特に１２月のギフトシーズンの

売り上げが、＋９．０％と前年を大きく上回りました。

・下期については、比較的小雪でもあり、各地のイベントを中心に積極的に参加

拡販を行い、特に１月は前年比＋３６．３％と前年を大きく上回る実績を上げ

ることができました。

・道の駅連携事業等も積極的に推進し、イベント開催や産品交流など積極的な拡

販を行い県内外において着実に顧客増加につながってきています。

・インターネット販売においても、ネット決済を充実させることにより、徐々に

固定客も増加し売り上げ増につながってきています。

・広告宣伝費を極力抑えるとともに、新幹線開業イベントや、メイドイン上越な

ど行政の活動とタイアップし営業展開を積極的に推進してきており、その中に

おいても日本酒の拡販にも着実につながってきております。

（２）酒部門

・売上は、７３，８００千円 前年比では、＋９．６％ となり、前々期に比べ

ては、約＋７．５％で、年々売上が増加してきております。

・ロンドン酒チャレンジの受賞（吟醸：金賞、純米吟醸：銅賞）、酒造研究会清

酒品評会１位受賞（大吟醸）など多くの賞を受賞し、受賞を前面に出した拡販

を進めてきた結果、受賞酒が好調であったことも功を奏し酒部門の売り上げ増

につながったものと言えます。

・しかしながら、建設１６年を経過する当施設では、設備の老朽化が進み劣化・

故障による修理等の経費が年々増加してきている現状でもあります。
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（３）アイス

・シーズンである５月８月の売り上げは大きかったが、それ以外は低迷してお

り、最終的に３，８１８千円の売り上げで 昨年比＋０．３％に留まりました。

・夏季の週末の悪天候や雷雨、大風による影響もあり、来場者の多い休日の売り

上げも伸び悩んでいる状況です。

（４）売店部門

・消費税率引き上げと消費低迷により年々売店の売り上げも伸び悩んできている

なか、さらなる天候不順による来場者の伸び悩みが影響し、売り上げも落ち込

んできている状況です。

・鵜の浜温泉旅館との連携も引き続き進めてきており、宿泊客の誘客や、観光会

社への営業展開も進めてまいりましたが、年々観光客も減少し来場者の増加に

よる売り上げ増には至りませんでした。

・８月～１２月については、夏休みやイベント等の効果で売上も伸びていますが、

冬季においては来場者も少なく売り上げも低迷し、最終的に１５，１１１千円

の売り上げで 前年比－３．６％となっています。

２ 第１７期の主な活動

平成２６年７月    ５日 ＪＡ大潟ファミリー感謝祭

５～６日 高田開府４００年「わくわく楽市」試飲販売会

７～８日 あらい道の駅にて試飲販売会

１１～１２日 じょんのびにいがた食楽園（大阪府）試飲販売会

１９～２１日 海の日フェアー（限定原酒販売）

          １９日 休暇村妙高試飲販売会
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２９日 取締役会

     

８月    ２日 越後よしかわやったれ祭り販売

            ６日 上越市職員様向け販促

９～１７日 新潟ふるさと村お盆フェアー（新潟市）

           １３日 よしかわ三夜祭り（道の駅駐車場）

１８～１９日 お盆原酒フェアー（よしかわ杜氏の郷）

        ２３～２４日 新潟食楽園試飲販売会（東京都）

２３～２４日 謙信公祭物産試飲販売会

２６日 監査会

２６日 取締役会

３０～３１日 あらい道の駅試飲販売会

９月  ６～７日 あらい道の駅試飲販売会

     ６～７日 新潟ふるさと村試飲販売会

           １２日 上越市職員様向け販促

１３～１４日 新潟食楽園試飲販売会

        ２４～２５日 三越伊勢丹立川店試飲販売会

２５日 取締役会

２５～３０日 大分トキハ百貨店試飲販売会

           ２６日 越乃Ｓｈｕ＊Ｋｕｒａ（ＪＲ）試飲販売会

２６～２８日 新潟食楽園「旨い上越道の駅展」道の駅連携

               イベント試飲販売会

３０日 第１６期定期株主総会
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               場所 吉川コミュニティプラザ ３階 大会議室

               内容 第 16 期事業報告、収支決算の承認

    １０月    ５日 越後よしかわ酒まつり

            ７日 上越市職員様向け販促

９～１３日 三越伊勢丹浦和店試飲販売会

        １１～１３日 鶴の里あるじゃ道の駅フェアー試飲販売会（青森）

１２～１３日 上越市姉妹都市展試飲販売会

               （上越市物産センター）

   １２～１３日 自然薯祭り（浦川原区）試飲販売会

１５～２０日 三越伊勢丹府中店試飲販売会

１８～１９日 ＪＡ秋の感謝祭試飲販売会

      １９日 あらい道の駅にて試飲販売会

２５～２６日 越後謙信・ＳＡＫＥまつり２０１４

  ２８日 取締役会

   １１月 １～３日 全国うまいもの市（新発田市）試飲販売会

            ７日 上越市職員様向け販促

８～９日 あらい道の駅試飲販売会

  ８～９日 新潟食楽園試飲販売会

１５～１６日 あらい道の駅にて試飲販売会

１５～１６日 シミズヤ（東京都世田谷区）にて試飲販売会

        ２２～２３日 上越市の観光と物産展（愛知県名古屋市）

               試飲販売会
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         １９～２４日 岡山天満屋試飲販売会

      ２６～１２／２日 川越丸広試飲販売会

           ２７日 取締役会

    

１２月    ４日 上越市職員様向け販促

      ６～７日 近鉄和歌山試飲販売会     

    １０～１６日 そごう神戸試飲販売会

    １３～１４日 あらい道の駅試飲販売会

２５日 取締役会

２９～３０日 旬菜交流館あるるん畑年末試飲販売会

    ３０～３１日 シミズヤ（東京都世田谷区）試飲販売会

平成２７年１月    １日 休暇村妙高試飲販売会

１０～１２日 あらい道の駅にて試飲販売会

       １４～２０日 阪急阪神梅田本店試飲販売会

        １４～２０日 きりしま国分山形試飲販売会

１６～１８日 新潟食楽園試飲販売会

        ２２～２９日 鹿児島山形屋試飲販売会

        ２３～２５日 じょんのび新潟食楽園（大阪府）

２７日 取締役会

３１日 パルシステム東京狛江センター祭り

３１～２／１日 富楽里とみやま道の駅ファアー（千葉県）

２月   １０日 上越市職員様向け販促



12

１１～１６日 水戸京成試飲販売会

        １６～１９日 ブリッジにいがた試飲販売会（東京都）

１８～２４日 小倉井筒屋試飲販売会

        ２１～２２日 大阪コンベンションセンター試飲販売会

           ２４日 取締役会

２５～３／３日 小田急百貨店うまいもの市試飲販売会

           ２８日 新酒と郷土料理を楽しむ会（ｽｶｲﾄﾋﾟｱ遊ﾗﾝﾄﾞ）

３月      ５日 上越市職員様向け販促

７～８日 あらい道の駅試飲販売会

          ７～８日 ふるさと食にっぽんの食 NHK 試飲販売会

               （東京都渋谷区）

    ９～１０日 あらい道の駅にて試飲販売会

        １１～１７日 宮崎山形屋試飲販売会

１４～１５日 にいがた酒の陣（新潟市）

        ２１～２２日 ＪＡ春の感謝祭（鴨島）

       ２６～４／２日 千葉そごう試飲販売会

３１日 取締役会

４月   ４～５日 あらい道の駅試飲販売会

７～１３日 沖縄リユウボウ試飲販売会

８日 上越市職員様向け販促

１１日 休暇村妙高試飲販売会

              １４日  休暇村妙高試飲販売会
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１５～２１日 川越丸広試飲販売会

        ２５～２６日 新潟食楽園試飲販売会

   ２５～５／６日 新潟ふるさと村試飲販売会

２８日 取締役会

２９日 荒川まつり

２９日 上越市合併１０周年記念物産展（上越文化会館）

３０～５／２日 じょんのび新潟食楽園（大阪府）試飲販売会

           

５月   ２～６日 杜氏の郷子供まつり＆限定原酒フェアー

  ３日 休暇村妙高試飲販売会

９～１０日 あらい道の駅にて試飲販売会

           １２日 上越市職員様向け販促

１３～１９日 柏そごう試飲販売会

             １４日 上越市職員様向け販促

２５～２６日 食楽園（表参道新潟ネスパス）試飲販売会

           ２６日 取締役会

６月     ３日 上越市職員様向け販促

６～７日 あらい道の駅にて試飲販売会

        １０～１６日 福田屋ＦＤＫ百貨店試飲販売会（栃木県）

１９～２１日 じょんのび新潟食楽園試飲販売会

２０～２１日 旬菜交流館あるるん畑創業祭試飲販売会

２０～２１日 道の駅 鶴の里あるじゃイベント（青森県）

           ３０日 取締役会
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第１号議案  第１７期貸借対照表及び損益計算書について（別紙資料参照）

（１）貸借対照表

（２）損益計算書

（３）販売費及び一般管理費内訳・製造原価報告書・棚卸資産内訳
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第２号議案   第１８期事業方針及び事業計画について

１ 事業方針

当酒蔵も、設立後１６年が経過し、独自経営による事業展開を続けて参りましたが、経済

情勢による消費低迷と不安定な動向の中で、市場環境においては、為替変動による諸物

価高による仕入れ原材料の高騰、消費税増税や電力、水道料金の値上げ、相変わらずの

日本酒離れなど、厳しい状況が続いております。

また、酒造業界においても清酒の出荷は昭和５０年をピークに年々減少傾向が継続して

きており、平成２４年度の日本酒の全国総出荷量は平成１０年に比べで５２．７％と約半減、

平成２６年度の清酒課税移出量も前年比９７．５％と下回っている状況でもあります。

しかしながら、国酒である日本酒の文化や酒米の有数産地である吉川、さらには３００年

来の歴史のあるこの地の杜氏の技を伝えるべく、地域の文化伝承基盤としての当酒蔵を

経営継続していくことが使命と考えております。

当社は、地元吉川に深く根付くべく独自会社として自立推進を図る一方、関係機関と相

互連携を密にした営業展開を進めて更なる発展に繋げていきたいと考えています。

これらを踏まえ、今後の経営に向けて更なる議論と検討を重ね、将来に繋がる「体制基

盤の確立」と「経営基盤の強化」を今期の重点課題として取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

（１） 顧客のニーズを的確に把握し、酒の品質の維持・向上に努めると共に、利益重視

の効率的経費の活用と費用対効果が高まる販売体制の確立等を重点とし、経営に

反映していきます。

（２） 経営の安定化に向けた安定販売を推進するため、インターネットによる販売を含め、

酒蔵直売店での販売に力を入れると共に、小売店や業務店の販路拡大を進める

一方、高級酒志向など顧客のニーズを見極め、拡販に向けた営業の方向性を明確

にしていきます。
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（３） 経営基盤の確立対策として、販売地域の分散と多様化を推進します。特に関西・中

部地区を始めとし九州圏への積極的な売り込みや海外輸出、催事の新規参入や

試飲販売、個人販売や販売業者等へのバランスのとれた販売施策を積極的に進

めていきます。

とくに、海外輸出においては、平成２６年度も前年比１７．５％と相変わらず伸びが

大きく、国内から海外へと販路シフトが進んできており、ＮＩＣＯ（にいがた産業創造

機構）やＪＥＴＲＯ（日本貿易振興機構）等の支援組織の協力を得て積極的に展開

を進めていきます。

（４） 利益率の高い新規顧客の開拓を推進します。

安定的、定量的な需要が期待でき、利益率の高い料理店や量販店などへの新規

開拓を進めます。

（５） 地元においても定番商品（大辛口、普通酒）や受賞酒（大吟醸、純米吟醸、大辛口）

を前面に出し積極的に売り込むと共に、原酒限定販売等の蔵イベントを定期的に

開催していきます。

２ 事業計画

消費低迷の中ではありますが、従来のお客様に対するきめ細やかな営業支援を進める

と共に、新たなお客様層の新規開拓、さらには酒蔵直売店での直接販売にも力を入れる

営業戦略を重点目標とします。

（１）業務展開

①製造関係

  ・酒製造コストの精査と社内労務応援体制の構築

  ・高品質酒の生産と受賞酒の定着に向けた技術確立
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  ・ジェラートの効率的生産

  ・顧客のニーズにこたえる商品開発

②営業関係

  ・安定経営の発展に向けた営業活動の推進

  ・ホームページの充実・活用と通販顧客に対する営業推進

  ・大規模顧客に対する組織的営業活動による市場の拡大

  ・ギフト商品の提案の充実と市・ＪＡ職員を対象とした拡販営業の推進

  ・ジェラートの新規販売業務店の開拓と新規商品の開発

  ・農産物及び農産加工品の販路拡大

（２）部門別の主な重点活動

①酒部門

  ・販売目標：７８，０００千円

  ・コスト低減と効率的製造による安定生産

  ・原料米のこだわりと美味しさが伝わる商品製造

  ・重点的販路の統一と新規顧客開発

  ・受賞酒（大吟醸、純米吟醸、大辛口）を前面に積極的拡販を推進

  ・品揃えの精査と新たな商品分野の開拓

②アイス部門

  ・販売目標：４，０００千円

  ・受託製造を含めた効率的生産計画

  ・安定的販路の開拓

③売店部門

・販売目標：１８，０００千円

・自社商品並びに仕入れの売れ筋の掌握及び品揃え技術の向上
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・立ち寄り客（観光時期）の積極的な誘導と営業の強化

・道の駅連携事業による特産品強化による販売推進

・鵜の浜温泉旅館との連携による誘客の推進

・お客様に対する接客技術の向上

④その他

・販売目標：７，２００千円

・道の駅及び四季菜事務局の委託管理"

（３） 損益計算書（別紙資料参照）



（単位：千円）

項目 内訳 当期計画 備考

酒部門 78,000

アイス部門 4,000

売店部門 18,000

その他部門 7,200

（１）売上高合計 107,200

期首棚卸残高 52,516

仕入高 18,905 商品仕入

製造原価 18,688 材料仕入

その他変動費 2,235 消耗品

期末棚卸高 52,516

（２）変動費合計 39,828

酒部門 52,672

アイス部門 3,000

売店部門 4,500

その他部門 7,200

限界利益 （１）－（２）＝（３） 67,372

限界利益率 62.8

役員報酬 3,368

給与・賞与 28,188

法定福利費等 5,435

人件費合計 36,991

製造経費 5,571 光熱費・租税公課

販売管理費 18,390

営業外収益 -588 雑収入

その他固定費計 23,373

減価償却費 3,900

保険料・維持費 1,408

設備費計 5,308

（４）固定費計 65,672

経常利益 （３）－（４） 1,700

税引き後当期純利益 1,700

法人税 419

当期純利益 1,281

固定費

目標変動損益計算書
第１8期（平成２７年７月１日～平成２８年６月３０日）

売上高

変動費

限界利益
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