
当社ＨＰのご紹介

株主優待制度のご案内
当社では、株主の皆さまへの利益還元の一環として、株主優待制度を設けております。所有
株式数1,000株以上保有の株主さまに対し、3,000円相当の自社商品を年２回（６月・12月）
お届けしております。

第３8期 株主通信 
平成28年4月1日～平成29年3月31日

証券コード：2058

〒899-2594　鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉20番地
TEL：099-273-3859（代表）

当社ホームページでは、製品情報や
ニュースリリース、決算情報など、
様々な会社情報を掲載しております。
ぜひご覧ください。

http://www.k-higashimaru.co.jp

平成29年６月実施優待品 平成28年12月実施優待品



ごあいさつ
　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼

申し上げます。

　さて、第38期（平成28年４月１日から

平成29年３月31日まで）の事業の概況

をご報告申し上げます。

　株主の皆さまにおかれましては、今後

とも変わらぬご支援、ご鞭撻を賜ります

よう、よろしくお願い申し上げます。

平成29年６月

代表取締役会長　東　吉太郎
代表取締役社長　東　紘一郎

　「食は生活であり、文化でもあります。」その形は時代とともに移り変わっても、おいしさへのあこがれは変わりません。時代が
深まり社会が成熟するにつれ、私たち食品メーカーの果たす役割も広く多様になってきています。生活者の求める商品やサー
ビスをキャッチするとともに、バイオテクノロジーによる新製品の開発、品質や生産管理体制の充実、海外市場のネットワーク拠点
づくりなど、多角的なビジョンが必要とされています。

ヒガシマルグループの
成長ポイント

顧客指向

品質第一

イノベーション

持続的経営

高付加価値商品を提供することで、
お客さまの発展と社会の進化に貢献する。

ヒガシマルグループの
事業展開

食生活や水産資源に関する
諸問題

●美味しさと
　リーズナブルな価格の両立

●食の安全性の確保

●伝統の味の希薄化

●求められる養殖業界の発展

●限りある水産資源と
　食文化の両立

ヒガシマルグループ
ならではの

「豊かな食への探求心」

マーケティング
情報収集力を高めた顧客指向営業

水産事業
地球の水産資源をさらに豊かに

食品事業
伝統の味を現代に活かす

研究開発
No.1クオリティの創出

ヒガシマルグループのご紹介
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　このたび当社は創業70周年を迎え、株主の皆さまからの
日頃のご支援に対し感謝の意を表するべく、当期の１株当たり
配当金は普通配当金9円に
記念配当金3円を加えた、
１株当たり12円とさせて
いただきました。今後とも
ヒガシマルグループに対
するご支援の程を、何卒
よろしくお願い申し上げ
ます。

営業利益は4億23百万円と同1億1百万円（19.4%）の減
益、経常利益は5億円と同1億14百万円（18.6%）の減益、
親会社株主に帰属する当期純利益は2億19百万円と同
44百万円（16.8%）の減益となりました。
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お陰様で創業70周年を迎えることができました。
“豊かな食への探求心とともに”ヒガシマルはこれからも邁進してまいります。

　当期におきましては、主原料（魚粉・小麦粉・大豆等）の
価格が高値基調で推移し、消費者の低価格志向も根強く、
厳しい環境が続きました。このような中、ヒガシマルグ
ループは利益水準の維持・向上に取り組むとともに、事業
領域の拡充や販路拡大など攻めの経営として食品事業の
さらなる伸長を図るため、平成28年7月に（株）なかしま

（富山県南砺市）を子会社化いたしました。
　これらの結果、当期の連結売上高は、133億41百万円
と前期比7億82百万円（6.2%）の増収となりました。一方、
利益面では価格競争激化による収益性の低下などにより、

　景況感の底堅い推移が予測される下、引き続き当社
グループは、お客さまの多様なニーズを捉えた新たな付加
価値商品の開発・改良を推進するとともに、コスト削減の
継続に取り組み、生産性・業務効率性を高め利益創出に
努めてまいります。またこれまで当社グループは、M&Aを
経て水産事業及び食品事業の基盤を拡大してまいりま
した。今後はグループ内での相乗効果を高めるとともに、
5年先、10年先を見据えた戦略的な取り組みにおいては
海外販路開拓等も模索し、さらなる価値向上を目指して
邁進する所存であります。

代表取締役社長　東  紘一郎

当期の市場環境、決算のポイント等について
教えてください。Question
増収を着実に確保するも、価格競争激化の
影響等により減益となりました。Answer

次期（平成30年3月期）の見通しについては
いかがですか？Question
次期業績では増収及び二桁増益を計画して
おります。Answer

創業70周年を迎えられての想いについて
お聞かせください。Question
ひとえにお客さまのご支援・ご愛顧の賜物と
感謝申し上げます。Answer 株主還元の状況など、株主の皆さまへのメッ

セージをお願いします。Question
記念配当3円を含む1株当たり12円の配当を
実施させていただきました。Answer

■親会社株主に帰属する当期純利益 （単位：百万円）

●1株当たり当期純利益 （単位：円）

■総資産 （単位：百万円）

●自己資本比率 （単位：％）■営業利益 （単位：百万円）■売上高 （単位：百万円）

■1株当たりの配当金 （単位：円）

●配当性向 （単位：％）

連結業績ハイライト

　次期の連結業績見込みとしては、売上高は145億60百
万円（前期比9.1%増）、営業利益は6億11百万円（同44.3%
増）、経常利益は6億44百万円（同28.7%増）、親会社株主に
帰属する当期純利益は3億66百万円（同66.9%増）を計画
しております。

　平成29年3月に当社は創業70周年を迎えることができま
した。当社創業は昭和22年3月、鹿児島県日置郡（現在の
日置市）での製粉、製麺、精米業創業にまで遡ります。その後、
乾麺及び即席麺を中心とする食品分野へ進出を図り、昭和
４７年からは鹿児島県水産試験場とクルマエビ飼料の共同
研究を進め、当時製品化されていなかったクルマエビ用
配合飼料の製造を開始しました。これが当社事業の基礎と
なりました。そして現在、水産事業では常に業界シェア上位に
位置し、クルマエビ用配合固形飼料については、No. １の
ポジションを確立するまでに至っております。
　麺類製造60年、養殖飼料の研究開発40年。当社は常に
時代を見つめ、No. １商品づくりに挑戦してきました。この
姿勢は変わることはありません。これからも「豊かな食への
探求心とともに」ヒガシマルは、美味しいもの、安全なもの、
心を豊かにする食品をお届けしてまいります。

社長インタビュー
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Point1 Point2 Point3

水産事業
68

食品事業
32

売上高構成比
（単位：％）

マダイ
飼料
9

ハマチ
飼料
14

エビ
飼料
15

鮮魚等・
その他
16

その他
11

カレールー
7

穀粉
3

皿うどん
5

乾麺
3

即席めん
3

モイスト
飼料
3

その他
飼料
11

　エビ飼料類、ヒラメ飼料類及び雑魚飼料類の販売は、シェア
拡大等により増収となりましたが、ハマチ飼料類及びモイスト
飼料類（粉末配合飼料）は、受託生産販売の減少の影響を受け
減収となりました。子会社別の状況ではマリンテック（株）は、
アユ稚魚等の生産物販売が増加したことから増収となり、永
屋水産（株）の活魚及び魚類配合飼料の販売においても増収
となりました。
　その結果、売上高は90億89百万円と前期比4億96百万円

（5.8%）の増収、セグメント利益は6億31百万円と同4百万円
（0.7%）の減益となりました。

　即席めん類、うどん類及びそうめん類は、低価格商品との競合
及びPB商品等の減少から前期を下回りました。一方、皿うどん類
及びカップ類は、定番商品の好調な推移等により増収となりま
した。また昨年から海外向け（台湾・韓国・中国）の販売開拓にも
注力し、売上の積み上げに繋がりました。子会社別の状況では、
コスモ食品（株）のカレールー商品等の販売、（株）向井珍味堂の
きな粉及び香辛調味料等の販売は増収となりました。
　その結果、売上高は42億52百万円と前期比2億86百万円

（7.2%）の増収、セグメント利益は2億35百万円と同79百万円
（25.3%）の減益となりました。
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●水産事業  90億89百万円

●食品事業  42億52百万円

石臼引きそば
細麺のつるっとしたのどごしと、そば本来の
風味をご堪能いただけます。

具材付き皿うどん
かやくと粉末スープを蓋にあけ、熱湯を
注いでとろみがつくまで混ぜたら麺の
上にかけるだけのシンプルな調理法と
なっております。

新商品紹介
■水産事業　■食品事業

セグメント利益 （単位：百万円）売上高 （単位：百万円）

前連結会計年度
（平成27年4月1日～平成28年3月31日）

売上高
12,558

売上高

251
470

29

500

21
98

423

13,341

263

623

2,2772,701

10,639 販売費及び
一般管理費
▼

売上原価
▼

法人税等合計
▼

219

売上総利益

親会社株主に
帰属する
当期純利益

税金等調整前
当期純利益親会社株主に

帰属する
当期純利益

経常利益

営業外費用
▼営業外収益

▲

営業利益
525

税金等調整前
当期純利益

経常利益
614

売上総利益

営業利益

特別損失
▼

当連結会計年度
（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

2,589

財政状態の概要

損益の概要

キャッシュ・フローの概要

前連結会計年度
（平成28年3月31日）

当連結会計年度
（平成29年3月31日）

流動資産
6,020

固定資産
6,220

流動負債
3,038

固定負債
3,157

純資産
6,044

資産合計
12,240

負債
純資産合計
12,240

流動資産
5,428

固定資産
5,852

流動負債
3,131

固定負債
2,310

純資産
5,839

資産合計
11,281

負債
純資産合計
11,281

株主資本
5,945
その他の
包括利益
累計額
99

　有形固定資産
4,615

無形固定資産
550
投資

その他の資産
1,054

当連結会計年度
（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

現金及び
現金同等物の
期首残高

営業活動による
キャッシュ・フロー
▲ 財務活動による

キャッシュ・フロー
▲1,116

▼
投資活動による
キャッシュ・フロー

△860
436

現金及び
現金同等物に係る
換算差額
▲

2,122

2

1,427

現金及び
現金同等物の
期末残高

財政状態
純資産が2億5百万円増加した一方、長期
借入金の増加等により負債合計が７億54百
万円増加した結果、自己資本比率は前期
比2.4pts減となりました。

損益
設備投資に関わる減価償却費の増加、販
管費の増加等により収益が低下する結果
となりました。

キャッシュ・フロー
前期と比べ現金及び現金同等物の期末
残高は6億94百万円増加し21億22百
万円となりました。

詳細な財務情報は 　ヒガシマル　ＩＲ情報 〇
┃検 索

財務分析ポイント

セグメント情報 連結財務情報  （単位：百万円　百万円未満切り捨て）
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●創業来70年変わらぬ想い ─「始まりは食卓の充実から」
　当社創業の端緒である製麺事業。現在の当社に培われている食への
こだわり、ものづくり・価値づくりの精神は、創業来70年変わることなく
脈々と受け継がれています。
　品質に対する探求は、例えば乾麺類においては原材料である小麦粉の選
定や熟成工程により生まれる食感として、麺つゆ類においては厳選された
天然素材による贅沢な味覚として形になり、「本物の味わい」を家庭の食卓
にお届けしています。
　希釈せずに、そのままそうめんやひやむぎに使えるストレート麺つゆ。そ
の簡便さと高級志向の味わいが支持され、今ではすっかり麺つゆの主流
として定着したこの製品は、当社が1980年に九州で初めて製造・販売した
ものです。食卓での変わらぬ人気を誇る乾麺類を中心に、当社はその周辺
製品を積極的に開発しつつ、伝統の味と品質を守り抜くことで、毎日の食卓
において愛され続けているロングラン製品を数多く有しています。

●食に携わる企業として 
　─「安心・安全」確保と徹底した品質管理
　私たちヒガシマルは経営方針に「品質第一」を掲げ、食品メーカーとして
トレーサビリティ管理や原料及び製品の厳格な品質管理によって、安心・
安全な食品を提供することを
基本としています。
　また食 品 衛 生 法・JAS法

（日本農林規格）といった関連
法規を遵守しながら、適正な
商品情報の表示に努め、皆さ
まに安心して当社商品をお選
び頂き味わって頂ける体制
を整えています。

伝統の味をしっかり守りながら、
厳選された原材料から生まれる風味と香りを生かす

ヒガシマルの食品事業

ヒガシマル INSIGHT トピックス

品質管理課では多岐の項目にわたる理化学検査を実施。 即席鹿児島ラーメン亭 5P

体にやさしい五穀スープ

うどん丸 220g

ヒガシフーズ長崎皿うどん120.8g

山芋入りそば 220g

そうめん 400g

　海外事業部が２０１６年４月度に「海外進出元年」の掛け声のもと船出をしました。
　これまでべトナム・タイ・インドネシア・マレーシア・インド・バングラデシュ・台湾・
韓国など東南アジアを中心に当社種苗用飼料の拡販をしてまいりましたが、今後は
北米・中南米市場を新たな販売ルートと
して新規開拓に取り組んでおります。
　海外での販路を開拓して、日本のクル
マエビの食文化を世界に広める努力を
してまいります。

●宗教や習慣を超えて
宗教や習慣を超える味わいは、動物成分・アルコール不使用と
いうコンセプトだから実現できました。

●ヴィーガン・ベジタリアンへ
ラーメンらしい味を失うことなく実現したＮＯ ＭＳＧ（化学
調味料不使用）のスープは喉越しと、野菜本来のやさしさが
溢れています。

（株）ヒガシマル 海外事業部の展望

野菜とスパイスを丁寧に炊き上げた、体にやさしいプレミアムスープと
モチっとコシのある芳醇な麺が絡み合う、旨みを極めたラーメンができました。

Samurai Ramen商品特徴

ヒガシマルの70年を彩る
様々なヒット商品の一部をご紹介します
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本社 串木野工場

鹿児島工場

設立 昭和54年10月2日

商号 株式会社ヒガシマル（HIGASHIMARU CO.,LTD.）

本社 〒899-2594 鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉20番地

資本金 6億390万円

従業員数 177名

事業内容 水産事業　養殖用配合飼料の製造・販売
食品事業　乾麺、即席めん、皿うどん、めんつゆ
　　　　　等の製造・販売

会社の概要

株式分布状況
所有者別
●個人・その他 599名
●その他法人 49名
●金融機関 12名
●証券会社 3名

株主メモ
事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会 毎年6月中 

配当金受領株主
期末配当金受領株主確定日3月31日

（中間配当をする場合の配当金受領株主確
定日は9月30日）

基準日
定時株主総会については3月31日
そのほか必要があるときは、あらかじめ公告
して定めます。 

1単元の株式数 100株 

公告方法
電子公告により行います。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
掲載して行います。

株主名簿管理人 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 
みずほ信託銀行株式会社 

事務取扱場所 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

●証券会社に口座をお持ちの場合
郵便物送付先

お取引の証券会社となります。お問合せ先
お取次店

ご注意
未払配当金の支払、支払明細発行につい
ては、下の「特別口座の場合」の郵便物送
付先・お問合せ先・お取次店をご利用くだ
さい。

●特別口座の場合(証券会社に口座をお持ちでない場合)

郵便物送付先 〒168-8507　東京都杉並区和泉2-8-4 
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

お問合せ先 0120-288-324(フリーダイヤル) 
https://www.mizuho-tb.co.jp/daikou/index.html

お取次店 みずほ信託銀行、みずほ証券　
本店及び全国各支店

ご注意

特別口座では、単元未満株式の買取以外の
株式売買を行うことができません。株式
売買を行う場合は、証券会社へ口座開設
する必要があります。また、お手元に他人
名義の株券がある場合は至急上記の電話
番号へお問合せください。

株式状況 
発行可能株式総数 17,900,000株
発行済株式総数 4,746,000株
株主数 663名

株主状況 
株主名 持株数（株） 持株比率(%)

東　紘一郎 828,000 17.59
東　勤 575,000 12.22
東　実 571,000 12.13
有限会社ヒガシマル開発 427,000 9.07
ヒガシマル共栄会 308,300 6.55
株式会社鹿児島銀行 165,000 3.50
東　吉太郎 140,000 2.97
東　久江 140,000 2.97
鹿児島リース株式会社 120,000 2.55
ヒガシマル従業員持株会 80,891 1.71

（注）持株比率は、自己株式（40,889株）を控除して計算しております。

所有数別
●個人・その他 3,162千株
●その他法人 1,066千株
●金融機関 467千株
●証券会社 50千株

66.6%

90.4%

1.1％9.8％

22.5%

7.4%
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株式情報  （平成29年3月31日現在）

代表取締役会長 東　吉太郎 取締役（監査等委員）　児玉　　明

代表取締役社長 東　紘一郎 取締役（監査等委員）　湯浦　一徳

専務取締役 東　　　実 取締役（監査等委員）　福留　俊一

取締役 水間　　洋

取締役 東　理一郎

役員 （平成29年6月29日現在）

連結子会社
マリンテック株式会社
〒441-3605  愛知県田原市江比間町新田370番地
TEL(0531)32-0363　FAX(0531)32-1684

コスモ食品株式会社
〒143-0016  東京都大田区大森北２丁目４番18号　大森ビル7F
TEL(03)6685-4020　FAX(03)6685-4021

株式会社向井珍味堂
〒547-0005  大阪府大阪市平野区加美西１丁目12番18号
TEL(06)6791-7337　FAX(06)6792-7231

永屋水産株式会社
〒104-0045  東京都中央区築地２丁目14番3号 ＮＩＴ築地ビル502
TEL(03)3549-1381　FAX(03)3545-6770

奄美クルマエビ株式会社
〒894-0506  鹿児島県奄美市笠利町手花部353-1
TEL(0997)63-2406　FAX(0997)63-1351

株式会社なかしま
〒939-1811  富山県南砺市理休544番地
TEL(0763)62-2174　FAX(0763)62-3526

関連会社

本社工場 〒899-2594 鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉20番地

鹿児島工場 〒891-0131 鹿児島県鹿児島市谷山港2丁目1番11号

串木野工場 〒896-0046 鹿児島県いちき串木野市西薩町15番2号

東京営業所 〒143-0016 東京都大田区大森北２丁目４番18号 大森ビル3F

大阪営業所 〒573-0027 大阪府枚方市大垣内町２丁目12番10号 スターライトビル301

四国営業所 〒798-0005 愛媛県宇和島市新町1丁目1-25 岩永ビル1F

福岡営業所 〒816-0921 福岡県大野城市仲畑２丁目８番12号 シャトーポルターダ104

沖縄営業所 〒901-0313 沖縄県糸満市字賀数444-3 サクセス賀数1F

臨海研究所 〒896-0046 鹿児島県いちき串木野市西薩町15番2号

拠点一覧

会社概要  （平成29年3月31日現在）
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