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健康 で 明るい生活 へのお手伝い。

成長テーマ

　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64期第2四半期（2014年9月21日から2015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。

2015年5月
代表取締役社長
い  とう あき のり

株主の皆様へ

豆 乳 飲 料
有機豆乳 無調整1000ml値上げ
パッケージデザイン刷新
アーモンドミルクの拡売
4月1日より1000mlタイプを

全国にて新発売

カロリーオフ豆乳の拡売
海外市場の拡大

み そ
みそ製品値上げ

大豆の使用量の多い21品目のみそに
ついて4月21日出荷分より値上げ

限定品「家康みそ」発売
徳川家康公顕彰400年を記念し、
赤だしみそ「家康」を限定発売

海外市場の拡大
中国販社及び輸出の拡大
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連結決算ハイライト

みそ事業の状況

生みそは、販売単価は上昇したものの、ダウンサ
イジング化等の影響により、出荷数量が減少いたし
ました。調理みそは、汎用性調理みそが減少いたし
ました。即席みそは、フリーズドライの製品の出荷
が増加したものの、特定企業向けの製品の出荷が減
少いたしました。以上の結果、みそ事業の売上高は、
24億62百万円（前年同期比5.4％減）でありました。

豆乳飲料事業の状況

豆乳は、海外向け製品及びカロリーオフ豆乳等
が堅調に推移いたしました。飲料は、アーモンド
飲料が堅調に推移いたしました。以上の結果、豆
乳飲料事業の売上高は、81億14百万円（前年同期
比8.3％増）でありました。
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通期 第2四半期 通期予想

6,625 7,356 7,494 8,114

（予想）17,059

14,692
15,759 16,214

21.3%

売上高構成比

70.1%

※ 上記の他にその他食品事業（8.5％）、
技術指導料その他（0.1％）が含まれて
います。

豆乳及びアーモンド飲料が堅調に推移し、
増収となりました。

原材料費が上昇したものの、事業の効率
化及びコスト削減に努め、増益となりま
した。

当第 2四半期のポイ ント

POINT

1

POINT

2

 売上高 11,565百万円
（前年同期比 4.2％増）

 営業利益 195 百万円
（前年同期比 225.8％増）

 経常利益 323 百万円
（前年同期比 298.7％増）

 四半期純利益 221 百万円
（前年同期比 426.8％増）
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特集 地域とともに

お世話になって40年。
「ありがとう」の思いを込めて、
マルサン感謝祭。
当社が現在地（岡崎市仁木町）に本社を構えて43年が経過しました。
今では愛知のブランドとして地域の皆様から日々愛される存在になっています。
この3月、地域の皆様を本社にお招きして「感謝祭」を開きました。
会場にはおよそ1,500名の家族連れでにぎわいました。

　オープニングを飾ったのは、地元・岡崎の岩津天満宮を
舞台に活動する和太鼓グループ「凜」。岩津天満宮のオリジ
ナル曲「雷」などを演奏しました。観客と奏者が次第に一体
化し、会場は大いに盛り上がりました。

　岡崎市の盛り上げ隊として知られる「さくらcheers48」。
チアリーダーをめざす中学生のグループです。この日は12
名が参加し、ハツラツとした動きを披露してくれました。

楽しく、気持ちをひとつに

お祭り太鼓で盛り上がる岩津天神太鼓 凜（りん）

明るく元気にさわやかに
地域のアイドル さくらcheers48
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　この日は本社みそ工場の見学会も行われました。
新設した工場見学通路を中心に、600名超の方に見
学していただき、「きれいで安心した」等のお褒めの
言葉をいただきました。若い方にはみその香りが
漂う工場そのものが物珍しい様子でした。工場見
学会の後、参加者たちは岡崎市のゆるキャラとし
て人気のオカザえもんと記念撮影会を行いました。
体験イベントコーナーでは、ミソガールによる「み
そまる」*づくりのワークショップも開かれました。

　会場にはマルサンの製品などを使った「飲食コー
ナー」が設けられ、「手作り三河豚汁」「ふるまい豆乳」
が無料で試飲できました。また、地元の岩津高校生
が作る豆乳スイーツ「豆乳ブラウニー」「豆乳プリン」
も販売され、人気を呼びました。この日の来場者に
は、来場記念として大豆まろやか製法で味もパーケ
ッジも新しくなった「調製豆乳」が全員にプレゼン
トされました。

マルサンを味わう

みそ工場見学＆オカザえもんと撮影会

三河産大豆使用
「家康みそ 400g」を展示即売

手作りの三河豚汁＆ふるまい豆乳

*「みそまる」とは、味噌にだしと
　具材を混ぜて丸めた手作りの
　即席みそ汁のこと。

　徳川家康公顕彰四百年祭記念商品とし
て3月に限定発売した「家康みそ 400ｇ」
を展示販売。三河産大豆を使用した熟成感
のある本格志向のだし入り三州赤だしみ
そだけに、あっという間に完売しました。

マルサンをもっと知る

三河産大豆使用 家康みそ
徳川家康公顕彰四百年祭を記念した期間限
定商品です。商品の「家康」の文字は、徳川
家康公ゆかりの大樹寺の現住職様に書いて
いただいたものです。
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新製品のご案内

三河産大豆使用
家康みそ 万能料理　家康みそ

豆乳を使った料理を簡単
に作ることができます。
ガーリックとバターの濃
厚な風味に黒胡椒がアク
セントのソースです。化
学調味料不使用です。

「かちゅー湯」とは、古く
から沖縄の家庭で親しま
れている料理です。
かつお節の香りとみその
旨味が味わえる即席みそ
汁です。

家康公四百年祭を記念し、
三河産の大豆で仕込んだ
豆みそを使用した汎用性
調理みそだれです。 
期間限定品です。

小売参考：324円
内 容 量：200g

徳川家康公顕彰四百年祭
記念の期間限定品です。
愛知県三河産大豆を使用
した、熟成感のある本格
志向のだし入り三州赤だ
しみそです。

小売参考：540円
内 容 量：400g

【豆乳シェフ】
豚肉とじゃがいもの

豆乳ガーリックバター炒め 
かちゅー湯

小売参考：216円
内 容 量：3食

小売参考：216円
内 容 量：63g×2

5

010_0790301602706.indd   5 2015/05/11   11:30:27



標準的な豆乳飲料に比べ、
カロリーを50％オフにし
ました。
ビタミンE を配合し、華
やかなライチ風味に仕上
げました。

小売参考：97円
内 容 量：200ml

豆乳飲料　ライチ
カロリー50％オフ 

アーモンド・ブリーズ
砂糖不使用

アーモンドミルクは、乳
成分不使用で純植物性で
す。ビタミンEをたっぷ
り含み、コレステロール
ゼロ。砂糖不使用で、す
っきりとした味わいです。

小売参考：429円
内 容 量：1000ml

豆乳飲料
黒酢ブルーベリー 

濃厚豆乳グルト プレーン
＜中京エリア限定販売＞

豆乳と黒酢をブレンドす
ることにより、豆乳と酢
に含まれる栄養成分を一
度に摂取できる魅力的な
商品です。ミツカンの黒
酢を使用しています。

濃厚タイプで独特の粘り
食感のあるプレーンタイ
プの豆乳グルトです。豆
乳を植物性乳酸菌で発酵
しているため、乳成分不
使用です。

小売参考：108円
内 容 量：200ml

小売参考：167円
内 容 量：100g
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連結財務データ

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 2015年 2014年
3月20日現在 9月20日現在

資産の部
流動資産 8,178 8,789
固定資産 7,925 8,047
　有形固定資産 6,911 7,160
　無形固定資産 210 214
　投資その他の資産 802 672
資産合計 16,103 16,837

負債の部
流動負債 8,204 9,144
固定負債 4,472 4,260
負債合計 12,676 13,404

純資産の部
株主資本 3,292 3,338
　資本金 865 865
　資本剰余金 635 635
　利益剰余金 1,794 1,840
　自己株式 △2 △1
その他の包括利益累計額 102 66
少数株主持分 31 26
純資産合計 3,427 3,432
負債純資産合計 16,103 16,837

科　目 2015年9月期 2014年9月期
（第2四半期） （第2四半期）

売上高 11,565 11,100

売上原価 8,534 8,263

売上総利益 3,031 2,836

販売費及び一般管理費 2,835 2,776

営業利益 195 60

営業外収益 195 73

営業外費用 67 52

経常利益 323 81

特別利益 — 8

特別損失 4 11

税金等調整前四半期純利益 318 77

法人税等 94 33

少数株主損益調整前四半期純利益 223 44

少数株主利益 1 2

四半期純利益 221 42
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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 2015年9月期 2014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 530 △13

投資活動によるキャッシュ・フロー △373 △261

財務活動によるキャッシュ・フロー △168 371

現金及び現金同等物に係る換算差額 7 4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4 100

現金及び現金同等物の期首残高 1,820 1,265

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,816 1,366
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売上高の増加、また、原材料費が高騰し
たものの、事業の効率化及びコスト削減
に努めたことにより、前年同期と比べ1億
35百万円増加いたしました。

営業活動の結果得られた資金は、5億30百
万円（前年同期は13百万円の資金減少）と
なりました。これは、売上債権の減少額4
億56百万円等の資金増加によるものであり
ます。

営業利益

営業活動によるキャッシュ・フロー
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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。

株主様
工場見学会

IR掲示板

株主優待
アンケート

2015年3月30日に第3回株主様工場見学会を実施いたしました。
当社本社工場へ株主様とその同伴者の方41名をお招きし、
みそ工場、豆乳飲料工場を見学していただきました。

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
企業価値を向上させてまいります。

豆乳の500mlがほしい。
1人で1000mlは厳しい
し、冷蔵庫でかさばる。
（愛知県60代男性）

従業員を大切にし、また、株主に
対しても思う心のある企業であっ
てほしい。名証IRエキスポで担当
者から御社の説明を伺い、地味な
がらもしっかりと根の張った企業
のように感じた。（大阪府40代女性）

豆乳ぜんざいが1個。老夫婦
取り合い。（京都府60代男性）

老若にしても1人暮らしが多くなって
きました。鍋いっぱいのみそ汁が恋し
くなってきます。みそ汁を食べない人
も多くなっています。1人用みそ汁セ
ットが色々考案されるといいかと思
います。それに鍋物も1人用の汁があ
ると嬉しいです。（岐阜県70代女性）

株主優待があるとその会社の
商品を買うなどして応援した
くなる。（三重県60代男性）

株主優待がとても楽しみで気に入ってい
るので、当初は売却を考えていましたが、
長期保有して、機会があれば買い増した
いと思っております。（三重県30代女性）

9
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作り方
❶ 豚肉のスジを切り、塩・こしょうし、小麦粉、溶き卵、パン粉の順に衣を
つけます。

❷ キャベツは千切りにし水にさらしてパリッとさせ、水気を切ります。
❸ 180℃に熱した油で①を揚げ、食べやすい大きさに切ります。
❹ ②のキャベツと③のとんかつを器に盛り付け、マルサン田楽みそをかけ
ます。

材料　4人分 

・豚ロースとんかつ用…………4枚
・塩・こしょう…………………少々
・小麦粉・溶き卵・パン粉……各適量

マルサンレシピ
〜夏の料理〜

・サラダ油………………適量
・キャベツ………………1/4個
・マルサン田楽みそ……大さじ6～7

株主優待のご案内

● 優待の内容
1,000株以上5,000株未満の株主様に対し市価
3,500円相当の新製品を中心とした自社製品詰め
合わせ。（年2回）

● 発送時期
11月下旬および5月下旬を予定しております。

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日及び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。

みそかつ

2015年5月株主優待（3,500円相当）

2015年5月株主優待（4,500円相当）

5,000株以上の株主様に対し市価4,500円相当の
新製品を中心とした自社製品詰め合わせ。（年2回）

豆乳で作る肉ジャガ

材料　4人分 

・じゃがいも…………1/4個
・にんじん……………1/2本
・玉ねぎ………………1/2個
・挽き肉………………120g
・絹さや………………12枚
・しょうが……………少々

＜A＞
・調製豆乳…………………1・1/2カップ
・鶏ガラスープの素………小さじ1
・しょうゆ…………………大さじ2
・さとう……………………大さじ2/3
・サラダ油…………………適宜

作り方
❶ じゃがいもは皮をむき、1個を4つ切りに、玉ねぎはくし形に、にんじんは
輪切りに、しょうがはみじんに刻む。 

❷ 鍋にサラダ油を熱して、①のしょうがと挽き肉を炒め、じゃがいも、玉ね
ぎ、にんじんを加える。 

❸ ②をざっと炒めたら、＜A＞を加え柔らかくなるまで煮る。（※焦げやすい
ので注意） 

❹ 器に盛り、青味にゆでた絹さやを添える。

豆乳 を使った献立

みそ を使った献立

MARUSAN RECIPEMARUSAN RECIPE

10
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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 2,602名 （前期末比41名増）

会社の概況

株主メモ

2015年3月20日現在

株 式 分 布 状 況

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 323名

役 員

取次事務は、三井住友信託銀行株式会社の全国本支店で行っております。

■ 金融機関
　 158,000株（1.38％）

■ 証券会社
　 1,283株（0.01％）

■ 自己株式
　 5,221株（0.04％）

■ 国内法人
　 2,394,580株（20.86％）

■ 外国人
　 1,000株（0.01％）

■ 個人・その他
　 8,920,796株（77.70％）

〈工場他〉
〈本社／工場
〈物流センター
〈関東工場

事　　業　　所

グループ会社

〈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

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）

代表取締役社長 伊　藤　　明　徳
取 締 役 副 社 長 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 兼　子　　　　明
取 締 役 開 発 統 括 部 長 浅　尾　　弘　明
取締役（社外） 森　田　　尚　男
常 勤 監 査 役 神　谷　　正　明
監査役（社外） 畝　部　　泰　則
監査役（社外） 新　井　　一　弘

2015年4月21日現在
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