
株主優待

投資家の皆さまへ 会社プロフィール

株価

優待品
換算金額

1株当たり
配当金
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基準日

市場

配当
利回り

NET-IR

割当基準日11月末日

継続保有3年未満

1,000円分のQUOカード
� （100株以上）
継続保有3年以上※1

自社選定カタログからお好きな商品※2

� （100株以上）
※1　�5月末日および11月末日に100株以上を保有し、�

株主名簿に同一株主番号で連続7回以上記載の株主さまをいいます
※2　�QUOカードに代えて自社選定カタログから3,000円相当の�

乳製品やハム・ウインナーセットなどを選択可
� 商品は変更になる場合がございます

　ラクト・ジャパンは乳原料・チーズなど乳製品原
料の輸入を中心とした食品専門商社です。主要事業
で培ったノウハウを生かし、豚肉および生ハムなど
食肉加工品の輸入のほか、アジアにおいて乳製品原
料の販売やチーズの製造販売を行うなど事業領域を
広げてきました。
　「食と健康」に対する意識の高まりや食の欧米化の
進展から、アジア全域での乳製品の消費は堅調で今
後も事業の拡大が期待できます。
　加えて2020年より「機能性食品原料」の取り扱
いを開始しました。特に、主要商品である乳由来の
ホエイプロテイン原料の販売がスポーツニュートリ
ション業界向けを中心に好調で、今後も市場開拓と
シェア拡大を目指していきます。

※内容は基本的に2022年8月31日現在の公表情報をベースとして掲載　

乳製品原料輸入のリーディングカンパニー
アジア市場や新規ビジネスを拡大

　現在推進中の中期経営計画「NEXT-LJ2024」では、①既
存ビジネスの「進化」、②アジア事業の拡大、③次世代ビジネ
スの構築という、事業成長に向けた3つの重点施策に取り組ん
でいます。③においては、機能性食品原料事業の展開を加速
するとともに、サステナブルな社会の実現に資する新ビジネ
スの構築も図っていきます。

2021年11月期
実績

2024年11月期
目標

売上高 1,108億円 1,500億円
経常利益 26.8億円 39.0億円

親会社株主に帰属する
当期純利益 19.5億円 28.5億円

数値目標

中期経営計画「NEXT-LJ 2024」を推進中

代表取締役社長
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　1998年の創業以来、ラクト・ジャパンは海
外からの安定的な原料の調達を通じて、国内で
拡大する乳製品原料の需給ギャップの解消に貢
献してまいりました。現在当社が輸入乳製品原
料の取扱量でトップクラスのシェア（当社調べ）
を占めるまでに成長できたのも、皆さまのご支
援と当社の社会的役割をご理解いただいた結果
と認識しています。今後も食を通じて皆さまの
健康と食の楽しさを追求し、さらなる企業価値
の向上に努めてまいります。

2,255
円

2022.8.31
終値

1998年5月、㈱ラクト・ジャパンを設立。乳製品原
料の輸入商社ビジネスを開始。同年10月の米国を
皮切りに、シンガポールを含む東南アジア6カ国と
オーストラリア、オランダ、イタリアに海外拠点を
開設。2000年4月、農畜産業振興機構の指定輸入
業者に。2003年12月、シンガポールにチーズの製
造販売会社を設立。2005年3月、食肉加工品事業
に参入。2015年8月、東証2部に上場。2017年9
月、東証1部指定。2020年より新規事業である機能
性食品原料の取り扱いを開始。2022年4月、東証
プライム市場に上場。今後も当社の社会的役割を全
うするとともに、安心・安全な食の提供や健康的で
豊かな生活への貢献など「ありたい姿」へ向けて事
業活動を通じ企業価値の向上に努めてまいります。

1,000
円

東証
プライム

通期

3139

37.0
円

1.6
％

2022.11�(予)�

11月末日 
 

2022.11�(予)�

社名の由来 当社は乳製品原料の輸入を中心とした食品の専門商社です。
ラテン語で「乳」を意味するラクト（Lacto）が、社名の由来です。

https://yutai.net-ir.ne.jp/company/3139/


株価チャート（月足）業績

※最新の株価については　　 　（www.net-ir.ne.jp）でご確認ください。

（広告特集）
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予
　定

3年以上継続保有の株主さまには、当社選定の優待品を進呈。

ロースハムステーキ、あらびきウインナー、ハーブウインナー、
ロースハムスライス、ベーコンスライス

夢一喜フーズ　
ハム・ウインナー詰合せ

濃密レアチーズケーキ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6個
シャルドネレアチーズケーキ・ ・・・・・・・・・・・・・・ 4個

エクスフロマージュ神戸
濃密 ＆ シャルドネレアチーズケーキセット

レジャーノ（イタリア）、ブリー・（フランス）、
スキークイーン（ノルウェー）、サムソー（デンマーク）

三祐
ヨーロッパ チーズセット

　当社では、継続した事業運営およ
び成長分野への投資、さらには収益
力強化に向けた事業基盤の強化など
自己資本の充実を図るとともに、株
主さまへの利益還元を最重要施策と
位置付け、今後も安定配当・増配を
目指します。

7期連続増配を予定

町村農場特製新鮮純良バター・・・・・・・・・・・・・ 2個

町村農場
特製新鮮純良バターセット

NEW!

バニラ、チョコ、抹茶、信州あんず、信州いちご、
フローズンヨーグルト・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ 計10個

長門牧場
牧場直送アイスクリームセット

アールグレイ、ラズベリー、チョコチップ・・・・・・各2個
　

GELATERIA MARGHERA
マルゲラ ビスコッティーニ

株価チャートは、QUICKデータ（2022年8月31日時点）を基に作成しています。財務データは基本的に連結（配当金のみ個別）の実績直近4期分を記載しており、予想1期分の数値記載については、各掲載企業の任意と 
なっています。また、1株当たり配当金の「特」は特別配当込み、「記」は記念配当込みであることを指します。業績についての掲載内容は各企業から情報提供を受けて制作したものですが、最新の情報についてはご自身で
ご確認をお願いいたします。
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■設立：1998年5月
■資本金：1,151百万円
■市場：東証プライム
■決算月：11月
■発行済株式数：9,899千株
■従業員数：323人　

3139 ラクト・ジャパン 
らくと・じゃぱん

■お問い合わせ先
〒103-0027　東京都中央区日本橋2-11-2 
㈱ラクト・ジャパン　IR広報部 
TEL.0570-055-369 　https://www.lactojapan.com/ 
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決算期 2018.11 2019.11 2020.11 2021.11 2022.11（予）

売上高
（百万円） 115,440 116,794 110,837 110,883 140,000

経常利益
（百万円） 2,612 2,746 2,780 2,681 3,100

1株当たり
利益（円） 182.3 200.1 209.4 198.7 227.9

1株当たり
配当金（円） 20.0 22.0 30.0 32.0 37.0

（分）2019年5月1日、1：2
※2022年11月期の期首より「収益認識に関する会計基準」等を適用
※�1株当たり利益および1株当たり配当金は、2019年5月1日の株
式分割が2018年11月期の期首に行われたと仮定して算定

＊2022年11月期の予想値は、2022年7月13日の公表値
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ラクト・ジャパンについて
モウ〜っと知るには？

https://quote.nomura.co.jp/nomura/cgi-bin/parser.pl?TEMPLATE=nomura_tp_kabu_01&QCODE=3139
https://www.lactojapan.com/

