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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。

〒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30年12月実施優待品 平成30年６月実施優待品
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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

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。

　第40期中間株主通信をお届けするにあたり、平成30年

10月1日付で東 勤が新たに代表取締役社長に就任いたし

ましたことをご報告申し上げます。新経営体制の下、当社は

これからも一層の企業価値の向上を目指してまいります。

　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30年12月

代表取締役会長　東　吉太郎
代表取締役社長　東　　　勤

代表取締役社長　東  　勤

品質・安全の追求／研究開発の 強化／海外市場の開拓、
さらにはコンプライアンス経営 にも相乗的に取り組み、
持続的成長を目指してまいり ます。

　消費動向調査の「暮らし向き」や「収入の増え方」に関する
消費者意識で弱いマインドが表れる中、小売業界における
水産及び一般食品の領域でも同様に低調な状況が続く
など、当第2四半期においても総じて厳しい経営環境にあり
ました。
　このような環境の下、当社グループでは重要施策として、

「コンプライアンス経営」「品質・安全の追求」「研究開発の
強化」「海外市場の開拓」に取り組んでまいりました。これ
らの結果、当第2四半期の主な連結業績は、売上高60億
7百万円（前年同期比17.7%減）、営業利益2億87百万円

（同19.3%減）、経常利益3億49百万円（同10.3%減）、
親会社株主に帰属する四半期純利益2億7百万円（同3.9％
増）と減収増益になりました。

当第2四半期の決算のポイントについて
教えてください。Question
厳しい状況の中においても最終損益では3.9%
増の増益を確保いたしました。Answer

セグメント別の当第2四半期の状況は
いかがでしたか？Question
両事業とも子会社の健闘はあったものの、全体的な
落ち込みをカバーするまでには至りませんでした。Answer

今後の経営展望などについてお聞かせください。Question
持続的な成長基盤として「コンプライアンス経営」、
「品質・安全の追求」を強化してまいります。Answer

　当社が今後の持続的成長を図る上で重要な経営基盤と
して捉えているのが、先に取り上げた「コンプライアンス経
営」、「品質・安全の追求」の取り組みであります。
　その一環として当第2四半期では、全ての苦情・クレーム
情報等が経営トップにタイムリーに届く体制を強化いたし
ました。また、品質・安全の追求に関してはISO22000認証
取得を目指す食品部門の本社工場に加えて、水産部門の
鹿児島工場においても取り組みを開始いたしました。さ
らに食品部門においては、主力の皿うどんラインの生産
能力の増強及び品質・安全の追求により一層取り組んで
まいります。

　当社は、株主の皆さまに対する利益還元を経営の最重要
課題とし、自己資本当期純利益率及び純資産配当率の
向上に努めるとともに、業績に裏付けされた成果の配分と
して長期且つ安定的に利益還元を行うことを基本方針と
しております。この方針に基づき、平成31年3月期の年間
配当金は１株当たり9円を予定しております。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。

株主の皆さまへのメッセージをお願いします。Question
1株当たり年間配当金は9円を予定しております。Answer

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

関連の落ち込みをカバーしきれず、水産事業の売上高は
36億62百万円（前年同期比25.7%減）、セグメント利益は
3億59百万円（同16.1%減）となりました。
　食品事業においては、主力の皿うどん類は前年並みの
売上を確保し、ラーメン類はPB商品を含め順調に推移いた
しました。また子会社も順調に推移した一方、即席めん類・
乾麺類が前年同期を下回った結果、食品事業の売上高は
23億45百万円（前年同期比1.1%減）、セグメント利益は
1億51百万円（同6.1%減）となりました。

　水産事業においては、エビ飼料類・魚飼料類は前年同期を
下回り、受託製品の販売数量も落ち込みましたが、比較的
利益率が高い自社製品の販売数量は前年同期を若干上
回りました。また子会社は順調に推移したものの、配合飼料

●平成31年3月期通期の見通し 
科　目 通期予想 前期比

売上高 11,808百万円 12.9％減
営業利益 326百万円 10.7％減
経常利益 425百万円 3.8％増
親会社株主に帰属する
当期純利益 270百万円 104.6％増

社 長 イ ン タ ビ ュ ー
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前第2四半期連結累計期間
（平成29年4月1日～平成29年9月30日）
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当第2四半期連結累計期間
（平成30年4月1日～平成30年9月30日）

経常利益
1,507

損益の概要　（単位：百万円）

主な連結経営指標の推移
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■親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益 （単位：百万円）
●1株当たり四半期（当期）純利益 （単位：円）

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

■■第2四半期　■通期　■通期予想 ■■第2四半期　■通期　■通期予想 ■●■●第2四半期　■●通期　■通期予想 ■●第2四半期　■●通期

前連結会計年度末
（平成30年3月31日）

当第2四半期連結会計期間末
（平成30年9月30日）
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財政状態の概要　（単位：百万円）売上高構成比　（単位：％）

当第２四半期連結累計期間
（平成30年4月1日～平成30年9月30日）

ト ピ ッ ク ス 連 結 財 務 デ ー タ

　食品衛生の普及や向上に功績があった個人や団体を表彰する
「食品衛生功労者・食品衛生優良施設表彰式」が、平成30年10月
25日(木)に東京日本橋の明治座で行われ、串木野工場が表彰
されました。この表彰は、各地の保健所が実施する衛生監視
項目を高得点でクリアすること、手洗い・制服・入場手順等、衛
生管理マニュアルを完備している等、厳しい諸条件を満たし
た施設に授与されます。
　当社の取り組みといたしましては、小麦粉を使用する工場と

串木野工場が「食品衛生優良施設」として表彰されました！

ISO9001認証を取得しました！
　当社水産飼料部門（営業部・製造部・研究部）でＩＳＯ9001
認証を取得しました。
　ＩＳＯ9001は、仕事のやり方を標準化して、お客さまが求め
ている品質を備えた製品やサービスを常に提供できる仕組
みを構築する、顧客満足を重視した規格であり、当社では原
料から製品まで徹底した品質が管理できるシステムの構築や
お客さまに満足していただける商品の研究開発に日々取り組
んでおります。
　これからもお客さまにより安心安全な製品をお届けするた
め、品質マネジメントシステムの継続的な向上に努めてまい
ります。

して、日頃より清掃が行き届いており、５S活動（整理・整頓・清掃・
清潔・しつけ）が積極的に行われている点が特に評価されまし
た。
　今回の受賞を励みに、安全で美味しい食を皆さまにお届けで
きるよう、より一層努めてまいります。

串木野工場
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本社 串木野工場

鹿児島工場

所有者別
●個人・その他 618名
●その他法人 50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。

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 683名

株主名 持株数（株） 持株比率(%)
東　紘一郎 628,000 13.94
東　勤 575,000 12.76
東　実 571,000 12.67
有限会社ヒガシマル開発 427,000 9.47
ヒガシマル共栄会 337,500 7.49
株式会社鹿児島銀行 165,000 3.66
東　吉太郎 140,000 3.10
東　久江 140,000 3.10
鹿児島リース株式会社 120,000 2.66
ヒガシマル従業員持株会 85,691 1.90

（注）持株比率は、自己株式（240,889株）を控除して計算しております。

所有数別
●個人・その他 3,180千株
●その他法人 1,074千株
●金融機関 442千株
●証券会社 50千株

67.0%

90.5%

22.6％

9.3% 1.1％

7.3% 0.4％1.8%

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

株式会社ヤンバル琉宮水産
〒905-0311  沖縄県国頭郡大宜味村字塩屋736番地
TEL(0980)50-5027　FAX(0980)50-5028

関連会社
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 237名（正社員 198名、パート39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

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　　　勤 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 東　紘一郎

取　　締　　役 東　理一郎

取　　締　　役 水間　　洋

役　員　

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 〒798-0035 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

株式状況

株式分布状況

株主状況

会 社 概 要 株 式 情 報

●平成30年9月30日現在
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