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　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

　さて、当社第61期第2四半期（2011年9月21日から2012年3月

20日まで）を終了いたしましたので、ここに報告書により営業の

概況と主要項目につきましてご報告を申し上げます。

　株主の皆様におかれましては、今後ともより一層のご支援とご

鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

2012年5月
あお き はる お

株主の皆様へ

代表取締役会長 代表取締役社長
い  とう あき のり

豆乳飲料
ヘリキャップ導入、
セット販売による

拡売
2012年豆乳イヤーに
ちなんだ企画の実施
「豆乳グルト」

リニューアルによる
拡売

み そ
海外市場の拡大
生産設備の合理化

新製品・高付加価値みそ・
新容器みその拡販

健康で明るい生活への
お手伝い。

成長テーマ
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連結決算ハイライト

みそ事業の状況

生みそについて、みそ市場全体が減少傾向にあ
る中、出荷数量の減少に加えて低価格志向により
販売単価が下落いたしました。調理みそは、シー
ズン序盤の気候が暖かく、また、野菜の高騰もあ
り、ストレート鍋スープの販売の出足に影響いた
しました。即席みそは、競合他社との販売の激化
により苦戦いたしました。以上のように、みそ事
業全体が伸び悩んだため、売上高は、30億60百
万円（前年同期比3.7％減）となりました。

豆乳飲料事業の状況

飲料の受託製造品の出荷が減少したものの、豆
乳が健康志向の高まりを背景に堅調に推移し、売
上高は、66億25百万円（前年同期比7.2％増）とな
りました。
なお、持分法適用関連会社のアメリカン・ソ

イ・プロダクツ INC.につきましては、持分法に
よる投資損失9百万円を営業外費用に計上してお
ります。
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売上高

通期 第2四半期 通期予想

12,841 13,294 13,508

6,1835,971 6,179 6,625

（予想）
14,085

29.7%

売上高構成比

64.3%

※ 上記の他にその他食品事業（6.0％）
が含まれています。

豆乳が堅調に推移したため、増収と
なりました。

経費削減に努めたこと、また、昨
年に比べ円安となったため、デリ
バティブ評価益、為替差益が出た
ことにより増益となりました。

Point

1

Point

2

当第 2四半期の

ポイント
売上高 10,303 百万円
（前年同期比2.2％増）

営業利益 251 百万円
（前年同期比9.9％増）

経常利益 307 百万円
（前年同期比136.7％増）

四半期純利益 148 百万円
（前年同期比1,667.9％増）
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世界各国で「日本食」の普及が進ん

でいますが、中国も同様です。

　当社は、中国におけるみそや豆乳の

販売強化を目的に、中国の食品販売会

社である「上海心征商貿有限公司」と合

弁会社「丸三愛食品商貿（上海）有限公

司」を設立いたしました。

　当社は、約17年前より現地の企業

と業務提携並びに技術提携し、みその

製造を行なっております。そして、4

年前に上海心征商貿有限公司へ当社の

専属社員を派遣し販売方法を確立いた

しました。現在、上海近郊の小売店で

の販売や日系外食チェーンへ業務用み

そを卸しております。

　今後、今までつちかってきた販売ル

ートをさらに強化し、また、現地の人

の味覚にあった製品を開発し、中国で

の販売強化に努めてまいります。

名　　　称 丸三愛食品商貿（上海）有限公司

住　　　所 
上海市閔行区宜山路2016号　
合川大厦7楼C室

事 業 内 容
加工食品、食品原料、食品包装
資材、食品加工用設備の卸売り、
輸出入及びその他の関連業務

資 本 金 5,400,000元

設 立 形 態

『合弁公司』
資本比率
マルサンアイ株式会社   86％
上海心征商貿有限公司　14％

中国販売会社設立について

海外売上高の推移

製品紹介売上目標

07年
9月期

08年
9月期

09年
9月期

10年
9月期

11年
9月期

12年
9月期
（予想）

みそ事業 159 171 153 152 158 173

豆乳飲料事業 229 281 439 331 373 410

合計 389 452 593 484 532 583

（単位：百万円）
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2012年 2014年 2016年
キムチ風味噌 ねぎ味噌

特集：海外事業　新展開
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キャップでここまで
注ぎやすさが変わる。
マルサンの1L豆乳に新型キャップを日本国内初採用！
開けやすいワンステップ開封！
驚くほど、注ぎやすくなりました。

● キャップ部分を持って容器を持ち上げると、キャップがはずれる場合がありますので、
 　 必ず容器を持って持ち上げてください。
● キャップ口栓の内側には開封用の歯がついています。
 　 ごみ分別の際、キャップを取りはずす時は、開封用の歯に触れないようご注意ください。

製品ラインナップ

注 意

調製豆乳
1000ml

調製豆乳
カロリー45％オフ

1000ml

国産大豆の調製豆乳
1000ml

豆乳飲料 紅茶
カロリー50％オフ

1000ml

有機豆乳 無調整
1000ml

豆乳飲料 麦芽コーヒー
カロリー50％オフ

1000ml

豆乳飲料 麦芽
1000ml

豆乳飲料 バナナ
カロリー50％オフ

1000ml

新型キャップの構造

ワンステップで
開封できます！

カッティング前の内部 カッティング後の内部

開栓前はアルミで
きっちり
密封されています。

カッティング後も
アルミ部分は本体
から離脱しません。

キャップを回すと同時に
口栓内側の歯がアルミを
カットします。

！

marusan news
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即席みそ汁 赤だし 12食

韓国風豆乳冷製麺
コングクス用スープ

さわやかな酢の酸味と、
黒胡椒・唐辛子の辛味が
絶妙なバランスの酸辣湯
（サンラータン）鍋スープ
に、春夏野菜をたっぷり
入れてお楽しみください。

韓国の夏の定番である「コ
ングクス（豆乳冷製麺）」
風の麺料理を、ご家庭で
お手軽に食べられます。
2～3人前1回使い切りの
レトルトパウチなので、
手軽で便利です。

毎日の食事に最適な12食
入りの即席おみそ汁で
す。みそは、赤だしを使
用しています。
具材はわかめ、長ねぎ、
とうふ、の人気のアソー
トです。

小売参考：315円
内 容 量：12食

無添加 田舎 650g

【春夏限定】
季節の野菜が美味しい
酸辣湯鍋スープ

だしなどが入っていない
香り豊かな長熟タイプの
田舎みそです。
ひと月のみそ使用量に合
わせた650gのカップ入り
みそです。

小売参考：298円
内 容 量：650g

小売参考：315円
内 容 量：720g

小売参考：210円
内 容 量：250g

新製品のご案内
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ひとつ上の豆乳
調製豆乳

豆乳飲料 バナナ 
カロリー50％オフ

ハーブが香る紅茶豆乳
ミントのつぶゼリー入り

豆乳飲料の中でも人気の
「バナナ味」の大容量タイ
プです。
新型ヘリキャップを採用
し、注ぎやすさが向上し
ました。

豆乳のためのプレミアム
大豆「きぬさやか」をたっ
ぷり贅沢に使用しました。
すっきり飲みやすい調製
豆乳です。

ひとつ上の豆乳 豆乳飲料 
アルフォンソマンゴー

豆乳のためのプレミアム
大豆「きぬさやか」を使用
しました。
「マンゴーの王様」と呼ば
れるインド産アルフォンソ
マンゴーを使用しました。

小売参考：110円
内 容 量：200ml

小売参考：138円
内 容 量：180g

小売参考：304円
内 容 量：1000ml

ハーブ（ローズ）を加えた
紅茶風味の豆乳をベース
にミントのつぶゼリーを
入れました。
ほのかに香るハーブの香
りと清涼感のあるミント
のつぶゼリーをお楽しみ
いただけます。

小売参考：110円
内 容 量：200ml
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四半期連結損益計算書

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

（単位：百万円） （単位：百万円）四半期連結貸借対照表

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

科　目 2012年 2011年
3月20日現在 9月20日現在

資産の部
流動資産 7,325 7,756
固定資産 7,769 7,974
　有形固定資産 7,135 7,321
　無形固定資産 87 93
　投資その他の資産 547 559
資産合計 15,095 15,730

負債の部
流動負債 7,514 8,263
固定負債 4,764 4,723
負債合計 12,278 12,987

純資産の部
株主資本 2,924 2,844
　資本金 865 865
　資本剰余金 635 635
　利益剰余金 1,424 1,344
　自己株式 △0 △0
その他の包括利益累計額 △118 △112
少数株主持分 11 11
純資産合計 2,816 2,743
負債純資産合計 15,095 15,730

科　目 2012年9月期 2011年9月期
（第2四半期） （第2四半期）

売上高 10,303 10,082

売上原価 7,449 7,279

売上総利益 2,854 2,803

販売費及び一般管理費 2,602 2,574

営業利益 251 228

営業外収益 101 36

営業外費用 45 135

経常利益 307 129

特別損失 7 86

税金等調整前四半期純利益 299 43

法人税等 150 33

少数株主損益調整前四半期純利益 149 10

少数株主利益 0 1

四半期純利益 148 8

連結財務データ
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（単位：百万円）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

科　目 2012年9月期 2011年9月期
（第2四半期） （第2四半期）

営業活動によるキャッシュ・フロー 286 417

投資活動によるキャッシュ・フロー △483 △231

財務活動によるキャッシュ・フロー △6 △62

現金及び現金同等物に係る換算差額 24 △14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △180 108

現金及び現金同等物の期首残高 1,635 1,266

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,455 1,375
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当期（四半期）純利益

通期 第2四半期 通期予想

支払手形及び買掛金の減少4億14百万円、
その他に含められております設備支払手
形の減少3億14百万円等により、前連結会
計年度末に比べ7億49百万円減少いたしま
した。

前年同期に比べ円安となったため、デリバ
ティブ評価益41百万円、為替差益24百万
円が発生したためであります。

仕入債務の減少額4億14百万円等に対し、
減価償却費3億76百万円、税金等調整前四
半期純利益2億99百万円等により、得られ
た資金は、2億86百万円（前年同期は4億17
百万円の増加）となりました。

流動負債

経常利益

営業活動によるキャッシュ・フロー

3point

3point

2point

point1
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年に2回お送りしている株主優待にアンケートを同封しております。
当社は、株主の皆様からいただいたお声を経営者全員が確認し、経営、IR活動、製品の工夫改善に反映しております。

今後も株主の皆様とのコミュニケーションを大切にし、品質を向上させ企業価値を上げてまいります。

前回アンケートの集計ご報告

　2011年11月に株主優待をお送りした際に同封させてい
ただきましたアンケートの結果の一部をご報告させていた

　9割以上の方に満足しているとご回答いただきまし
た。大変ありがたく存じます。さらに満足いただける
よう、内容を見直してまいります。

株主優待の商品に満足されていますか？（複数回答）1

0%

43%

49%

1%

7%

（33%）

（52%）

（12%）

（ 3%）

（ 0%）

0 2010 5040前回実績 30 （%）

十分満足している

満足している

普通

やや不満

不満

次回の株主優待で期待される商品は何ですか？（複数回答）

7%

15%

1%

76%（72%）

（14%）

（10%）

（ 4%）

0 4020 10080前回実績 60 （%）

新製品詰め合わせ

選択制

ケース単位

その他

2

　7割以上の方に、「新製品詰め合わせ」とご回答いた
だきました。株主様のご要望にお応えできるよう努め
てまいります。

だきます。株主の皆様のご協力により、今回もたくさんの
ご回答をいただきました。この場をお借りしましてお礼申
し上げます。（回収率19.7％）

年間を通じて株主の皆様からお声をいただき、
経営および IR活動に反映していく
「双方向コミュニケーション」の場を設けています。

IR掲示板

　2012年2月18日（土）に、名古屋証券取引所主催の個人投資家向け会社説明会「ウ
ィンターセミナー」に参加いたしました。約330名の熱心な個人投資家の方々を迎
え、盛況にとり行われました。
　当日の説明資料は、当社ホームページにて掲載しております。

http://www.marusanai.co.jp/ir_schedule.html

個人投資家向け会社説明会を開催
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作り方
❶ 里芋は皮をむき大きいものは2つに切り、酢水につけてアクを取り、水洗
いしてキッチンペーパーやふきんで水気を取ります。

❷ 鍋に、油を熱して①を炒めます。
❸ 表面の色が変わったら＜A＞を入れて、里芋が柔らかくなるまで落し蓋を
して煮ます。

❹ ③に、すったごまとみそを煮汁で溶きのばして加え、弱火で煮含めます。

里芋の
ごまみそ煮

枝豆の
豆乳ビシソワーズ

材料　4人分 

・枝豆………………400g（正味170g）
・マルサン「有機豆乳無調整」
　……………………2・1/2カップ

材料　4人分 

・里芋…………………400g
・白炒りごま…………大さじ1

・マルサン「関西用白みそ」
　………………………大さじ2
・酢……………………適宜
・サラダ油……………適宜

作り方
❶ 枝豆400gは塩ゆでにし、さやから実を取り出します。 
❷ ①と豆乳をミキサーにかけ、塩・こしょうで味を整えボールに移しかえ冷
蔵庫で冷やします。 

❸ ②を器に盛り、生クリームを回しかけ、ミントの葉を浮かせます。

マルサンレシピ
〜夏の料理〜

＜A＞
・だし汁……………1・1/4カップ
・砂糖………………大さじ2
・みりん……………大さじ1
・しょうゆ…………大さじ1

・生クリーム…………適宜
・ミントの葉…………4枚

みそ を使った献立

豆乳 を使った献立

当社では、株主様の日頃のご支援にお応
えするために、毎年9月20日および3月
20日現在で、1,000株以上の株式を保有
されている株主様を対象として、株主優
待制度を実施しています。

株主優待のご案内

2012年5月株主優待

● 優待の内容
新製品を中心とした当社グループ製品詰め
合わせセット（小売参考価格3,500円相当）

● 発送時期
11月下旬および5月下旬を予定しており
ます。

2011年11月株主優待
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事 業 年 度 9月21日から翌年の9月20日
定時株主総会 毎年12月
単 元 株 式 数 1,000株
基 準 日 定時株主総会の議決権

期末配当金
中間配当金

9月20日
9月20日
3月20日

公 告 方 法 電子公告の方法により行います。
 ただし、電子公告によることができない事故その他のやむ
を得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載します。
公告掲載 URL http://www.marusanai.co.jp/

上 場 取 引 所 名古屋証券取引所市場第二部
（証券コード：2551）

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番１号
三井住友信託銀行株式会社

同事務取扱場所 （〠460—8685）
名古屋市中区栄三丁目15番33号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

郵便物送付先 （〠168—0063）
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
電話　0120—782—031（フリーダイヤル）

本社／〒444-2193 愛知県岡崎市仁木町字荒下１番地
　　　TEL（0564）27-3700　FAX（0564）27-3721

発行可能株式総数 40,000,000株
発行済株式の総数 11,480,880株
株　　主　　数 2,328名 （前期末比40名増）

会社の概況

株主メモ

2012年3月20日現在

〈工場他〉
本社工場
物流センター
関東工場

事　　業　　所

株 式 分 布 状 況

グループ会社

商 号 マルサンアイ株式会社
（英訳名：MARUSAN-AI Co., Ltd.）

U R L http://www.marusanai.co.jp/
設 立 1952年（昭和27年）3月
主要な事業内容  大豆を主原料とする「みそ」、「豆乳」、無菌

充填技術を活かした「飲料」、その他食品の
製造販売。

資 本 金 865,444,000円
従業員の状況 327名

役 員

取次事務は、三井住友信託銀行株式会社の本店および全国各支店で行っており
ます。

株式会社匠
たくみ
美（所在地：富山県中新川郡立山町）

株式会社玉井味噌（所在地：長野県東筑摩郡筑北村）
丸三愛食品商貿（上海）有限公司（所在地：中国上海市）
アメリカン・ソイ・プロダクツINC．
（所在地：Saline, Michigan U.S.A）

〈販売拠点〉
〈東京支店 名古屋支店 広島支店
〈北海道営業所 北陸営業所 九州支店
〈東北支店 大阪支店
〈北関東支店 岡山支店
〈静岡支店

代表取締役会長 青　木　　春　雄
代表取締役社長 伊　藤　　明　徳
常 務 取 締 役 三　浦　　里　美
常 務 取 締 役 大河内　　宣　久
取 締 役 開 発 統 括 部 長 間　野　　一　郎
取 締 役 管 理 統 括 部 長 渡　辺　　邦　康
取 締 役 営 業 統 括 部 長 倉　橋　　良　二
取 締 役 生 産 統 括 部 長 浅　尾　　弘　明
常 勤 監 査 役 神　谷　　正　明
監 査 役 畝　部　　泰　則
監 査 役 新　井　　一　弘

■ 金融機関
　 162,000株（1.41％）

■ 証券会社
　 2,033株（0.02％）

■ 自己株式
　 1,651株（0.01％）

■ 国内法人
　 2,398,580株（20.89％）

■ 外国人
　 1,000株（0.01％）

■ 個人・その他
　 8,915,616株（77.66％）
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