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 2018年9月期のトピックス  

豆乳が順調に推移し、過去最高の売上高を達成。 

◆減価償却費等の製造原価の増加により、営業・経常減益。 
◆マルサンアイ鳥取に対する補助金収入等により、最終増益。 

1.マルサンアイ鳥取㈱生産力強化のための第二期工事着工 
2.液状みそシェアNo.1を目指す 
3.海外市場、業務用ルートの拡大 
4.コスト削減に注力 
5.大豆関連新製品の開発 

10期連続増収 

営業・経常減益、最終増益 

実行施策 
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 2018年9月期業績（実績）  
（単位：百万円） 17年9月期  18年9月期  前期比  前期比(%)  増減要因 

売上高 25,345 26,340 994 3.9 豆乳が順調に推移し、10期連続増収  

 みそ事業 4,594 4,780 185 4.0   

    生みそ 3,738 3,824 86 2.3 海外向け・業務用みその増加 
メディアの特集により赤だしの出荷増加 

    調理みそ 396 375 △21 △5.5 主力製品の酢みそ、からし酢みそ等が減少  

    即席みそ 416 411 △5 △1.3 

 液状みそ 43 169 126 291.8 鮮度ボトル入り液状みその販売促進により
増加 

 豆乳飲料事業 18,659 19,406 747 4.0   

    豆乳 15,577 17,026 1,449 9.3 無調整豆乳、海外向け製品、200ｍｌ製品等
が好調に推移 

    飲料 3,082 2,380 △702 △22.8 受託製造品が減少 

 その他食品事業 2,073 2,135 62 3.0 豆乳グルト及び水煮大豆が順調に推移 

 技術指導料その他 17 18 0 0.6   

営業利益 710 379 △330 △46.6 マルサンアイ鳥取の減価償却費の増加 

経常利益 922 414 △507 △55.1 営業利益の減少 

当期純利益  413 1,146 733 177.3 マルサンアイ鳥取の補助金収入等 3 



 2019年9月期業績（予想） 
（単位：百万円） 18年9月期  

19年9月期 
(予想)  

前期比  前期比(%)  増減要因  

売上高 26,340 27,045 704 2.7 引き続き豆乳が伸長 

 みそ事業 4,780 4,937 157 3.3 

   生みそ 3,824 3.878 53 1.4 

   調理みそ 375 357 △17 △4.6 

   即席みそ 411 416 5 1.4 

 液状みそ 169 285 115 68.3 鮮度ボトル入り液状みその販売促進 

 豆乳飲料事業 19,406 20,063 656 3.4 

   豆乳 17,026 17.813 786 4.6 新製品及び海外向け製品の拡売 

   飲料 2,380 2,250 △129 △5.5 受託製造品の減少 

 その他食品事業 2,135 2,027 △108 △5.1 

技術指導料その他 18 17 △0 △3.1 

営業利益 379 314 △64 △17.0 マルサンアイ鳥取の減価償却費増加 

経常利益 414 289 △124 △30.1 

当期純利益 1,146 345 △801 △69.9 

設備投資額 1,347 1,724 376 28.0 
19年9月期の内、マルサンアイ鳥取の設備投

資額は780百万円 

減価償却費 1,322 1,317 △4 △0.4 19年9月期の内、マルサンアイ鳥取の減価償
却費は582百万円 4 



 みそ事業の今後の展開 

中国、タイ販社及び輸出の拡大 

④ 海外市場の拡大   

① 商品力の強化 

業務用みその販売強化 

② 加工用原料の販売強化  

液状みその拡大、新製品開発 

合理化によるコスト削減 

③ みそ事業の利益体質の構築  
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 豆乳飲料事業の今後の展開   

④ 第３のミルクの強化    

②海外向け・業務用製品の拡売    

①鳥取新工場の生産能力強化    

人員の新規採用及び効率生産 
第２期工事の早期完了 

自社ブランドのアーモンドミルクの拡売 
「あまざけ」の拡大 

輸出の拡大・業務用ルートの開拓 

③ 商品力の強化    

新製品の拡売・開発 
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 その他の今後の展開   

① 「豆乳グルト」の拡売    

② 安全・安心への取り組み     

関東工場がFSSC２２０００の認証取得 
⇒適正運用及びグループ内子会社への拡大 

新製品の拡売及び導入店舗の増加 

③ 大豆関連新製品の開発    
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 2018年秋冬 主な新製品 

鮮度のこうじみそ 

国産大豆の豆乳使用 
豆乳グルト400ｇ 

ことりっぷ豆乳飲料 黒ごまさつま 

香りつづくとろける味噌 あごだし 

ロングセラー商品
「純正こうじみそ」
の味わいを、 

鮮度ボトルで 

美味しく便利に。 

あごだしにかつおだし、 

昆布だしを加え、 

だし感にこだわったプレミ
アムな液状みそです。 

化学調味料無添加 

国産大豆の 

豆乳を植物性 

乳酸菌で発酵 

させました。 

安納芋のしっとりした
甘さと黒ごまの香りで
リラックスできる、 

「ことりっぷ」シリーズ
の新フレーバーです。 
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 液状みそプロモーション展開① 

 シリーズ累計販売本数100万本突破！ 

液状みそオリジナルレシピ 

料理研究家浜内千波先生考案 

監修のレシピ制作 

レシピ動画を 

ブランドサイトで公開 
＆各種SNSにて拡散 

「鮮度ウィッチマン」CM 

 サンドウィッチマンを 
 起用した新CM制作 
 

◆11月中旬～テレビ放送 
◆YouTube等で 
 WEB広告配信 



2018年秋冬 
2019年春 順次展開！ 

 液状みそプロモーション展開② 

交通広告（首都圏） 

JR、地下鉄車両内広告 

街頭広告 
渋谷１０９フォーラム
ビジョンにてCM放映 

雑誌広告 

オレンジページ、レタスクラブ
主婦層向けの雑誌広告 

お料理教室 

東京ガス様、大阪ガス様コラボ 

サンプリング企画 

スーパー店頭、クリーニング店
等でのサンプル配布 



 豆乳グルト（豆乳×植物性乳酸菌） 

・豆乳の「豆臭さ」や「渋み」を抑える技術 
・みそで培った発酵技術 
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豆乳グルト販売個数 年次推移 

中京エリア内 
販売解禁  

中部エリア拡大 
静岡・北陸へ  

2015年春 
北海道エリア 
販売開始   

2014年4月 
関東・南東北 
販売開始   

2011年4月 
企業限定 
テスト販売 

2016年7月 
西日本エリア 
（九州除く） 
販売開始   

 2017年4月 
九州エリア 
販売開始   

累計販売個数 

1,000万個突破！ 
（2017年10月） 
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 海外売上比率の推移  

単位：％ 

（見込み） 12 

今後の目標： 
売上比率20％達成 



ご参考資料  
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 会社概要 

◆ 商    号  マルサンアイ株式会社  

◆ 公 開 市 場  名証二部  （証券コード：2551）  

◆ 設    立  １９５２年（昭和２７年）３月７日  

◆ 代  表  者  代表取締役社長 渡辺邦康（わたなべ くにやす）  

◆ 資  本  金  ８億６５百万円（２０１８年９月２０日現在）  

◆ 決  算  期   ９月２０日 

◆ 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  

◆ 従 業 員 数  ４０８名（２０１８年９月２０日連結）※パート・アルバイト等含まず 

◆ 子  会  社 

 

㈱匠美、 ㈱玉井味噌、 マルサンアイ鳥取㈱、 

丸三愛食品商貿（上海）有限公司、 

マルサンアイ（タイランド）株式会社 

◆ 関 連 会 社  海寧市裕豊醸造有限公司  



株式会社匠美 

所在地 富山県中新川郡立山町  

設立  １９８３年８月 

資本金  ３８百万円 

従業員 ８名 

事業内容 ミネラルウォーターの製造販売  

株式会社玉井味噌 

所在地 長野県東築摩郡筑北村  

設立  １９７３年９月（創業１９４８年４月） 

資本金  ４５百万円 

従業員 １１名 

事業内容 みその製造販売及び食品の販売  

マルサンアイ鳥取株式会社  

所在地 鳥取県鳥取市河原町  

設立  ２０１６年１月 

資本金  ２億５０百万円 

従業員 ５２名 

事業内容 豆乳、飲料及びその他食品の製造 

 子会社概要（国内）  
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 子会社・関連会社概要（海外）  

【子会社】丸三愛食品商貿（上海）有限公司  

所在地 中国 上海市閔行（ミンハン）区 

設  立  ２０１２年３月 

資本金  ５４０万元 

従業員 ８名 

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連業務  

【子会社】マルサンアイ（タイランド）株式会社 

所在地 タイ王国 バンコク 

設  立  ２０１７年１月 

資本金  ２０百万バーツ 

従業員 ２名 

事業内容 食品の輸出入販売等 

【関連会社】海寧市裕豊醸造有限公司 

所在地 中国 海寧市 

設  立  １９９５年１月 

資本金  ６３０万元 

従業員 ７６名 

事業内容 醸造調味料の製造・加工 16 



 マルサングループ中期経営計画 

  

基本方針 

・PLの改善・・・売上拡大、営業利益率向上 
・ＢＳの改善・・・自己資本比率の向上 
・ＣＦの拡大・・・営業CFの拡大とフリーCFの維持  

３つの財務体質強化 【投資方針】 
大型投資として2019年稼働予定の鳥取第二期稼働を
考え、同時に収益の安定的確保の為に既存工場の再配
置設備も検討します。 
海外においては中国、東南アジア拡大を視野にいれ投
資をします。 
安全・安心、人材育成投資も積極的に進めてまいります。 
【配当方針】 
安定的に基本1株当たり30円の方針です。 
それを基本とし、利益状況に応じて検討してまいります。 

４つの基盤強化 

１）売上基盤･･･豆乳、鮮度の拡大/健康・機能性の追求 
２）収益基盤･･･ローコスト体質化、鳥取第二期工事後本稼働 
３）安心安全基盤･･･FSSC22000の定着化/食品・安全方針 
             品質方針の実行 
４）人材育成基盤･･･企業風土の向上 
              ⇓ 
・新事業への挑戦、拡大･･･海外、チルド、新飲料、新チャネル 

新事業 

への挑戦 

海外市場 

展開・開拓 
財務体質 

強化 

人材育成 
安全・品質 

ＣＳＲ対応 

既存事業 

基盤強化 

ＮＯ.１商品の 

開発・育成 

ブランド構築 

企業 
ブランドの 
向上 

『クリエイト2020』 企業基盤を強化して夢の実現を図る 

              （夢…2023年グループ売上300億 ） 
ローコスト体質 

の実現 
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第67期（2018年度）－第69期（2020年度）             
マルサングループ第二次戦略事業計画(概要) 

鳥取新工場稼働 第二期稼動 第二期準備 第二期増設稼動 

第二次事業構想 第67期 
(17/9/21～18/9/20) 

第68期 
(18/9/21～19/9/20) 

第69期 
(19/9/21～20/9/20) 

豆乳事業 基盤強化 

味噌事業 食べ方提案 

飲料事業 新飲料開発 

チルド 事業化準備 拡大               拡大 事業化 

海外 売上比率拡大 売上比率20％の実現 

ＦＳＳＣ22000認証取得 認証取得 運用・見直し 定着化/    
子会社への拡大 

グループ定着化 

 鮮度みそ普及 

拡  大 

市場開拓 
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25,000
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 みそ業界シェア（業務用含む）   

資料：日刊経済通信社 2018年、富士経済食品ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ便覧 2017年販売見込額 

フンドーキン 3.3％ 

岩田醸造   2.8％ 

神州一味噌  3.8％ マルサンアイ 5.0％ 

ひかり味噌  9.2％ 

ハナマルキ  12.1％ 

マルコメ   25.4％ その他  35.8％ 

みそ市場 
1,004億円 

イチビキ   2.6％ 
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近年は若干回復するも 
食生活の多様化により減少傾向 

38年前と比較し 
約30％減少 

 みそ市場の推移  

資料：食料需給表（農林水産省） 20 



豆乳市場 
５７７億円 

 豆乳業界シェア  

大塚グループ5.1％ 

めいらくグループ 

10.1％ 

マルサンアイ19.7％ 

キッコーマングループ 

54.5％ 
その他  6.8％ 

ヤクルト本社3.8％ 

中部、中国、九州エリアではシェアNo.1！ 

資料：富士経済食品ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ便覧 2017年販売額（見込） 21 



資料：豆乳等生産量等調査（日本豆乳協会） 

健康志向の高まりを背景に好調に推移 

直近5年間でも約140%の
高い成長率を維持  

過去最高 

 豆乳市場の推移  
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 製品紹介 

その他食品事業（売上構成比8.1％）   

みそ事業（売上構成比18.1％）  

生みそ 
（売上構成比14.5％）   

調理みそ 
（売上構成比1.4％）   

即席みそ 
（売上構成比1.6％）   

豆乳飲料事業（売上構成比73.7％）   

豆乳（売上構成比64.7％）  

飲料（売上構成比9.0％）   

※ 売上高構成比には、上記の他に技術指導料その他（0.1％）がございます。 

液状みそ 
（売上構成比0.6％）   

18年9月期 

売上高 

26,340百万円  
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 株主優待のご紹介  

２０１８年１１月株主優待（3,500円）  ２０１８年１１月株主優待（4,500円）  ２０１８年１１月株主優待（1,500円）  

©1976, 2018 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. G592882 
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基準日 ９月２０日 ３月２０日 

贈呈時期 １１月下旬 ５月下旬 

保有 
株式数 

100株以上200株未満 1,500円相当の自社製品 1,500円相当の自社製品 

200株以上1,000株未満 3,500円相当の自社製品 3,500円相当の自社製品 

1,000株以上 4,500円相当の自社製品 4,500円相当の自社製品 



 株主割引制度のご紹介  

◆特別割引クーポン◆ 
ご注文合計金額 

(税込)より 

 ２０％OFF 
クーポンコード 

【見 本】 

有効期限：xxxx年x月xx日 
お一人様１回限りのご利用 
他のクーポンとの併用不可 

※「豆乳グルト」は 
  割引対象外です。 

2018年9月20日現在の株主様より、 
当社公式オンラインショップ「大豆ひとすじマルサンアイ」
にてご利用いただける20％割引クーポンを 
株主優待に同封いたします。 

株主様特別割引クーポン 
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 株主様向けイベント開催 



 配当金の推移と予想 

当社の配当政策 
安定的に基本1株当たり30円の方針です。 
これを基本とし、利益状況に応じて検討してまいります。 
配当は年１回 12月お支払予定です。 

0

20

40

60

80

15年9月期 16年9月期 17年9月期 18年9月期 19年9月期 

30 

50 

60 60（予定） 

30 
（予想） 

注）2016年3月21日を効力発生日として、普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実施いたしました。 

     2015年以前の配当金につきましても、株式併合後の基準で換算しております。 

（単位：円） 

（予想） 
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 株価の推移 
（単位：円） 

（単位：株） 

２０１６年 ２０１５年 ２０１７年 

注）2016年3月21日を効力発生日として、普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実施いたしました。 

2015年以前の株価・出来高につきましても、株式併合後の基準で換算しております。 

2018年 



お問い合わせ連絡先     （電話） ０５６４－２７－３７００ 

総務人事課          （ﾒｰﾙ） homepage.ir@marusanai.co.jp 

  

本資料のうち、業績予想等に記載されている予想数値は、本資料の発表日現
在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係
る本資料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後
様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 

 

 本資料はあくまで弊社をより深くご理解いただくための資料であって、本資料に
よる投資等何らかの行動を勧誘するものではありません。 
 
 本資料のご利用に関しましては、ご自身の判断と責任にてお願いいたします。 


