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会 社 案 内

社⻑挨拶

•弊社は「薩摩しょうちゅう」「黒糖しょうちゅう」の情報発信を積極的に
実施してまいります

•弊社は全酒類卸売業者としてフルライン・フルエリア戦略を強化して
まいります。

•弊社は財務体制を強化、お取引様に信頼される企業を築いてまいり
ます

•弊社は独自性と特徴を持ち、鹿児島県の産業発展に寄与できる企
業を目指します

代表取締役社長 川口　繁人

経営理念

わが社は、県下酒造、小売業界の接点として業界共通の発展と安定をはかり、地域社会の発展と
豊かな生活文化の向上に貢献し、社会の信頼を得て企業永遠の繁栄をめざす

1. わが社は、全員経営をモットーに、社員の能力開発につとめ人間性豊かな明るい職場、社風
づくりに努める

2. わが社は、得意先との相互信頼を基に地域主義に徹し営業基盤の安定と拡大をはかる

3. わが社は、健全な経営を実現し、確固たる財政基盤の確立をはかる

4. わが社は、常に環境変化に対応し、情報機能の強化をはかりつつ国際化時代にふさわしい企
業を目指す
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会社概要

社名 南九州酒販株式会社

創立 昭和37年7月4日

資本金 5,000万円

代表者 代表取締役社長　川口 繁人

本店所在地 〒891‐0191   鹿児島市南栄4丁目2番

【2階】

総務課 099‐269‐9555（代表）

経理課 099‐269‐9556

電算課 099‐269‐9557

営業課 099‐269‐9558

【1階】

業務課 099‐260‐2815

広域営業課 099‐269‐9559

受注センター 099‐260‐2815

鹿児島支店 099‐260‐2655

食品流通株式会社 099‐260‐5821

社員数 92名 【嘱託・パート除く】 Ｈ30年3月31日現在

事業内容 1.全酒類の仕入販売並びに加工
2.酒類の保管及び搬送
3.清涼飲料水並びに食料品の仕入販売
4.酒類及び飲料水の販売用機器及び情報処理機器の仕入販売
5.貨物自動車運送事業
6.生命保険・損害保険代理業務

主要仕入先 鹿児島県酒造メーカー、アサヒビール、サントリー、サッポロビール、キリン
ビール、月桂冠、宝酒造、日本酒類販売、合同酒精、三菱食品、国分、サント
リーフーズ、アサヒ飲料、カルピス、大塚製薬

販売先 県下酒販店、スーパー、デパート、CVS、飲料品店

売上高 平成29年度（第56期） 256億6400万円

取引銀行 鹿児島銀行、鹿児島相互信用金庫、三井住友銀行

事業所 県内10箇所

関連会社 食品流通株式会社

環境への取組
み

太陽光発電設備を導入
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南九州酒販の沿⾰

昭和37年7月 協同組合を発展的に解組し、同組合の出資者の殆どが株主
となり組合の全資産、全職員を継承して、南九州酒販株式会
社を鹿児島市金生町103番地に設立する。
資本金5千万円。初代社長は本坊豊吉。
これを機に機構改革を行い、鹿児島営業所はじめ、11支店2
出張所で出発。初年度売上高20億円。

昭和40年12月 本店・鹿児島営業所を鹿児島市甲突町25番16号に新築移転

昭和42年10月 飲料水、食料品取扱開始

昭和44年6月 県内焼酎乙類製造規制が廃止され、自由生産体制に移行

昭和50年度 売上100億円突破

昭和51年9月 社長に内田栄吉 就任

昭和54年7月 コンピュータ導入

昭和56年7月 会社設立20周年

昭和61年6月 配送センター設置

弊社の前身は、統制経済にあって酒類の仕入販売（配給）を一手に扱っていた酒類配給公団が
昭和24年6月に廃止されたのに伴い、その後継機関として県内の酒類製造業者、酒類販売業者が
相集まって設立した鹿児島県酒類卸売商業協同組合である。

同組合は、酒類卸売業の免許を受けて、その主たる事務所を鹿児島市金生町103番地に、また、
税務署毎に出張所、さらに各酒類製造場に荷扱所を置いた。

初代組合長は本坊常吉氏。当初は酒類卸売の免許業者としては一社だけだったので順調に発
展を続けた。しかし、暫くして県内にも株式会社等の形式の卸売業者が幾つも開業するようになり、
競争が激しくなってきた。現在の協同組合組織では運営面・その他での拘束が多いため株式会社
組織への改組をすべきとの結論が出された。

昭和61年度 売上200億円突破

昭和62年1月 CI導入

平成 3年7月 会社設立30周年

平成 3年9月 鹿児島市西別府町に、鹿児島支店大峯流通センター設置

平成 6年度 売上300億円突破

平成 7年4月 運輸事業部新設

平成 8年12月 通信販売免許受ける

平成 9年6月 社長に中村實伸 就任

平成 9年9月 酒販店活性化支援の為、本店営業部に開発課を新設

平成 13年2月 本店・鹿児島支店・運輸事業部を鹿児島市南栄4丁目2番に新築移転

平成 13年7月 会社設立40周年

平成 13年12月 物流会社として子会社「食品流通株式会社」を設立

平成 14年4月 食品流通株式会社の業務開始

平成 15年4月 受発注センターを本店業務課に新設、新電算システムを構築運用開始

平成 17年6月 社長に東眞一郎 就任

平成 19年10月 在庫管理システム（WMS）導入

平成 21年4月 営業部 広域営業課新設

平成 21年6月 社長に市原 稔 就任

平成 22年4月 営業本部に特販部門を新設

平成 23年7月 会社設立50周年

平成 25年4月 鹿児島税務署より優良申告法人の表敬を受ける

平成 26年1月 焼酎検索サイトを構築、運用開始

平成 26年1月 2014 芋焼酎・黒糖焼酎大試飲会 in FUKUOKAを開催

平成 26年8月 献血功労者表彰において、鹿児島県知事感謝状を受賞

平成 27年2月 2015 芋焼酎・黒糖焼酎大試飲会 in FUKUOKAを開催

平成 27年6月 社長に永吉 孝 就任

平成 28年1月 2016 芋焼酎・黒糖焼酎大試飲会 in FUKUOKAを開催

平成 28年2月 2016 鹿児島焼酎フェス in TOKYOを開催

平成 29年2月 2017 芋焼酎・・黒糖焼酎大試飲会 in FUKUOKAを開催

平成 29年3月 2017 鹿児島焼酎フェス in TOKYOを開催
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平成 29年10月 2017 第1回 錦江湾shochuナイトクルーズを開催

平成 30年2月 2018 芋焼酎・黒糖焼酎大試飲会 in FUKUOKAを開催

平成 30年3月 2018 鹿児島焼酎フェス in TOKYOを開催

平成 30年10月 2018 第2回 錦江湾shochuナイトクルーズを開催

事業所⼀覧

鹿児島支店 〒891‐0191 鹿児島市南栄4丁目2番
（TEL）099‐260‐2655

指宿支店 〒891‐0403 指宿市十二町字片野田2063番地1
（TEL）0993‐23‐2181

川内支店 〒895‐0072 薩摩川内市中郷町字西平田6865番地
（TEL）0996‐25‐3044

出水支店 〒899‐0217 出水市平和町482番地
（TEL）0996‐62‐0369

加治木支店 〒899‐6404 霧島市溝辺町麓字曲迫286番地1
（TEL）0995‐58‐3982

大口支店 〒895‐2506 伊佐市大口原田字西原433番1
（TEL）09952‐2‐0043

大隅支店 〒899‐8102 曽於市大隅町岩川字三才堀7301番地1
（TEL）0994‐82‐1010

鹿屋支店 〒893‐0037 鹿屋市田崎町1366番地1
（TEL）0994‐43‐2240

種子島支店 〒891‐3101 西之表市西之表字岩迫15602番地3
（TEL）09972‐2‐0014

屋久島出張所 〒891‐4312 熊毛郡屋久島町船行字頭無1045番112
（TEL）09974‐6‐3963

令和 元年6月 社長に 川口 繁人　就任
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南九州酒販の組織図


