
マルサンアイ株式会社 
第４回株主様懇談会 

 本日のスケジュール 
 

１.ご挨拶 
２.会社概要説明（代表取締役社長渡辺より） 
３.動画視聴 
４.質疑応答 
５.新製品試食･試飲会 
６.お楽しみ抽選会 
 

（15:30頃終了予定） 



証券コード:２５５１ 

◆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  

 会社概要 
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証券コード:２５５１ 

株式会社玉井味噌 
みその製造販売及び食品の販売 

マルサンアイ 
(タイランド)株式会社 
食料品の販売・輸出入 

 マルサングループ会社概要 

海寧市裕豊醸造有限公司 
醸造調味料の製造・加工 

丸三愛食品商貿(上海) 
有限公司 
食料品の販売・輸出入 

株式会社匠美 
清涼飲料水の加工・販売 

マルサンアイ鳥取株式会社 
豆乳の製造 



証券コード:２５５１ 

その他食品事業 (売上構成比9.7％)   

生みそ 

液状みそ 

 製品紹介 

豆乳飲料事業（売上構成比70.5％）   

※ 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。 

みそ事業（売上構成比19.7％）   

即席みそ 

調理みそ 豆乳 

飲料 

19年9月期 
第２四半期 
売上高 

13,460百万円  
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証券コード:２５５１ 

食生活の多様化により減少傾向 

40年前に比べて 
約30％減少 

資料：食料需給表（農林水産省） 

 みそ市場の推移 

（千トン） 
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証券コード:２５５１ 

資料：日刊経済通信社 2019年、富士経済食品ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ便覧 2018年販売見込額 

フンドーキン 3.4％ 

岩田醸造 2.8％ 

神州一味噌 3.9％ マルサンアイ 5.1％ 

ひかり味噌 9.5％ 

ハナマルキ 12.5％ 

マルコメ 25.1％ その他 35.1％ 

みそ市場 
1,001億円 

イチビキ 2.6％ 
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 みそ業界シェア 



証券コード:２５５１ 
 日本全国みそマップ 

マルサンアイ株式会社 

 ６ 



証券コード:２５５１ 

業界初の「あわせみそ」 
米･麦･豆に次ぐ 
新しい区分 

業界初のガセットタイプ 
(自立できる袋)｢純正こうじみそ｣ 
 

1960年代  1970年代  1980年代  1990年代  2000年代  2010年代 

 マルサンみその変遷 

業界初の 
鮮度ボトル入り 
液状みそ 

業界初の豆･米･麦 
三種の麹を元から 
仕込んだ 
｢味の饗宴

カップ入りみそ 

 ７ 



証券コード:２５５１ 

新CM制作    ◆４月上旬 全国テレビ放送 

        ◆YouTube・TVer等でWEB広告配信 

液状みそオリジナルレシピ 
レシピ動画アプリ「デリッシュキッチン」 

レシピ動画を各種SNSで広告配信

 

New     New      New 

シリーズ累計販売本数200万本突破！ 

液状みそプロモーション展開 



証券コード:２５５１ 

2019年春 順次展開！ 

交通広告 
JR東日本、大阪メトロ 
車両広告 

 

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 
料理雑誌に広告掲載 

お料理教室 
ガス会社様協賛 

スナップディッシュ 
（レシピ投稿アプリ） 
レシピモニター募集、 
ツイッター拡散キャンペーン 
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液状みそプロモーション展開 



証券コード:２５５１ 

健康志向の高まりを背景に好調に推移 

直近５年増加率 約140％ 
高い成長率を維持 

資料：豆乳等生産量等調査（日本豆乳協会） 

 豆乳市場の推移 

（KL） 

10 



証券コード:２５５１ 

豆乳市場 
647億円 

大塚グループ 4.7％ 

めいらくグループ 

9.7％ 

マルサンアイ 20.2％ 

キッコーマングループ 

57.7％ 

その他 4.2％ 

ヤクルト本社 3.5％ 

中部、中国エリアではシェアNo.1！ 

資料：富士経済食品ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ便覧 2018年販売見込額 

 豆乳業界シェア 
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証券コード:２５５１ 

熊本県の 
協力工場と提携 

1970年代    1980年代    1990年代    2000年代    2010年代 

岡崎市柱町に 
健康飲料販売会社設立 

 
鳥取県に子会社 
マルサンアイ鳥取㈱設立 

 マルサン豆乳の変遷 

12 

岡崎市仁木町に 
豆乳飲料工場建設 

群馬県に 
関東工場建設 



証券コード:２５５１ 

1970年代    1980年代     1990年代    2000年代    2010年代 

リキャップ付容器 ヘリキャップ付容器 

 マルサン豆乳の変遷 

◆レトルトパウチ 
◆ピュアパック(要冷蔵) 

◆テトラ・アセプティック 
 ブリックパック 
◆デカマメ1000ml 

◆国産大豆の調製豆乳 
◆カロリーオフ豆乳 

業界初の 
1000mlタイプ 

業界初 

業界初 
13 



証券コード:２５５１ 
 2019年９月期第２四半期決算 

(単位:百万円) 

18年９月期 
第２四半期 

19年９月期 
第２四半期 

前期比
(%) 増減要因 

公表 
数字比(%) 

売上高 13,008 13,460 3.5 豆乳及び液状みそが 

順調に推移 
1.6 

営業利益 144 187 30.0 売上高の増加 52.5 

経常利益 108 192 77.9 投資有価証券売却益等 81.1 

四半期純利益 243 59 △75.6 
マルサンアイ鳥取の 
補助金収入額が減少 

― 

液状みそ及び豆乳が順調に推移し、過去最高を記録。 

◆投資有価証券売却益、デリバティブ評価益により経常増益。 
◆マルサンアイ鳥取の補助金収入額が減少し、最終減益。 

 8期連続増収 

 営業・経常増益、最終減益 
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証券コード:２５５１ 

(単位:百万円) 

18年９月期 

第２四半期 
19年９月期 

第２四半期 

前年同期比 

増減要因 (金額) (％) 

みそ事業 2,547 2,652 105 4.1 赤だし、液状みそが順調に推移 

豆乳飲料事業 9,105 9,492 387 4.3 豆乳が順調に推移 

その他食品事業 1,347 1,307 △40 △3.0 鍋スープの売上が減少 

合計売上高 13,008 13,460 451  3.5 

2,397 2,547 2,652 

4,594 4,780 

17年 

9月期 

18年 

9月期 

19年 

9月期 

みそ事業 

（単位：百万円） 

 セグメント別業績推移 

15 
17年 

9月期 

18年 

9月期 

19年 

9月期 

豆乳飲料事業 

18,659 19,406 
20,063 
（予想） 

8,566 9,105 9,492 

2,073 2,135 

1,320 1,347 1,307 

2,027 
（予想） 

4,937 
（予想） 



証券コード:２５５１ 

(単位:百万円) 18年９月期 
19年９月期 
（予想） 

前期比 
(%) 増減要因 

売上高 26,340 27,045 2.7 引き続き豆乳が伸長 

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

経常利益 414 289 △30.1 営業利益の減少 

当期純利益 1,146 345 △69.9 経常利益の減少 

設備投資額 1,347 1,724 28.0 マルサンアイ鳥取の設備投資増 

減価償却費 1,322 1,317 △0.4 

（百万円） 

 2019年９月期業績予想 
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証券コード:２５５１ 
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証券コード:２５５１ 
 みそ事業の今後の展開 

商品力の強化 
液状みその拡大 
新製品開発 

加工用原料の 
販売強化 
業務用みその販売強化 

みそ事業の 
利益体質の構築 
合理化によるコスト削減 

海外市場の拡大 
中国、タイ販社及び 
輸出の拡大 

■2019年春夏新製品■ 

18 ★第48回食品産業技術功労賞受賞（鮮度みそシリーズ） 



証券コード:２５５１ 
 豆乳飲料事業の今後の展開 

鳥取新工場の 
生産能力強化 
第２期工事の早期完了 
新規人員採用・効率生産 

第３のミルクの強化 
アーモンドミルクの拡売 

商品力の強化 
新製品の拡売・開発 

海外向け・ 
業務用製品の拡売 
輸出の拡大・ 
業務用ルートの開拓 
 

■2019年春夏新製品■ 

19 



証券コード:２５５１ 

モンドセレクション３年連続金賞受賞 

累計販売個数 

1,500万個突破！ 
（2018年7月） 

 豆乳グルト 豆乳×植物性乳酸菌 

（万個） 

20 

みそと豆乳の製造で 
培った技術を応用 



証券コード:２５５１ 
 その他の今後の展開 

「豆乳グルト」の拡売 
 新製品の拡売及び導入店舗の増加 

安全・安心への取り組み 
本社工場に続き関東工場もFSSC22000認証取得 
 ⇒適正運用及びグループ内子会社への拡大 

大豆関連新製品の開発 
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証券コード:２５５１ 

（％） 
今後の目標 

売上比率20％達成 

 海外売上比率の推移 
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証券コード:２５５１ 

2019年5月株主優待（3,500円）  2019年5月株主優待（4,500円）  2019年5月株主優待（1,500円）  

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 

 株主優待 
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証券コード:２５５１ 

◆特別割引クーポン◆ 

ご注文合計金額 
(税込)より 

 ３５％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。 

◆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」で使える割引クーポン 
◆株主優待に同封してお届けします。 
◆従来より割引率を拡大しました！ 

株主様特別割引クーポン 

 株主様割引制度 
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証券コード:２５５１ 
 配当金の推移と予想 

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。 

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。 
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証券コード:２５５１ 

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。 

 株価の推移 

出来高 

（単位:株） 

株価 

（単位:円） 
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お問い合わせ連絡先：管理統括部総務人事課     
[電話]   ０５６４－２７－３７００ 
[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。 


