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　株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜
り厚く御礼申し上げます。ここに第48期（2019
年4月1日~2020年3月31日）の事業の概況を
ご報告させていただきます。

株主の皆様へ

代表取締役社長　　　　　　　

▶ 経常利益 951 百万円
14.8 ％増

▶ 営業利益 928 百万円
15.1 ％増

▶   販売数量
（鶏卵関連事業） 55,853 ｔ　　

3.3 ％増

■当期実績

▶ 売上高 14,312 百万円
4.4 ％増

▶   親会社株主に帰属 
する当期純利益 614 百万円

11.2 ％増

（％表示は、対前期増減率）

▶ 1株当たり年間配当金
中間9円、期末11円 20 円　　
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　今後につきましては、当社では新型コロナウイルス感染拡大防
止とお取引先様や従業員、その家族等の健康・安全確保や事業へ
の影響を最小限に抑えるべく必要な対応を行っております。同時
に以下の諸施策を推進して事業の拡大と持続的な収益の向上を目
指してまいります。
　鶏卵関連事業につきましては、お客様が求める品質の商品を安
定的に供給することを使命とし、適正な価格で提供できるよう、
製造のレベルアップや業務効率の向上等に努めてまいります。また、
営業と研究開発との連携を強化し、お客様に適した製品やサービ
スを提供するとともに、新製品開発や新規事業への積極的な挑戦
を図ります。
　調味料関連事業につきましては、購買管理と在庫管理の徹底、
価格の適正化に努めるとともに、マーケティングを強化し、営業
と研究開発の相互連携によってお客様のニーズを製品開発に反映
させ、収益の改善に注力してまいります。
　2021年3月期の業績予想につきましては、合理的に算定するこ
とが困難であると判断し、未定とさせていただきます。今後、合
理的な算定が可能となった段階で開示いたします。

　株主の皆様におかれましては、なお一層のご支援を賜りますよう
お願い申し上げます。
� 2020年6月

■事業の概況
　新型コロナウイルス感染症の影響もあり、厳しい経営環境が続
いておりますが、このような状況の中、当社グループの連結の業
績につきましては、売上高は前期比4.4％増の14,312百万円とな
りました。
　損益につきましては、鶏卵関連事業において販売数量が増加し
たことや原料仕入コストの削減等により、営業利益は前期比
15.1％増の928百万円、経常利益は14.8％増の951百万円とな
り、それぞれ6期連続の増益となりました。また、親会社株主に帰
属する当期純利益は11.2％増の614百万円となりました。なお、
営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益はそれぞ
れ過去最高を記録することができました。
　鶏卵関連事業におきまして、業績の重要な指標である販売数量は、
前期比3.3％増となる55,853tとなり、過去最高となりました。
売上高につきましては、販売数量が増加したこと等により、5.4％
増の13,178百万円となりました。セグメント利益につきましては、
販売数量の増加や原料仕入コストの削減等により、20.7％増の
900百万円となりました。
　調味料関連事業につきまして、売上高は、既存商品の販売減少や
スナック菓子向け商品の採用が少なかったこと等により、前期比
5.8％減の1,163百万円となり、セグメント利益につきましては、
66.9％減の15百万円となりました。
　その他といたしまして、太陽光発電事業につきましては、売上高
は前期比7.9％減の23百万円となり、セグメント利益は4.9％減の
12百万円となりました。 2



■  「卵白」を使用した新開発プロテインサプリメント
　 エッグホワイトプロテイン 「REVOPRO®」 を発売しました
　当社では長年の鶏卵加工の強みを生かし、「卵白」を用いて新開発したエッグホワイトプ

ロテイン「REVOPRO®」を2020年3月に発売しました。

　良質なたんぱく質を摂取するトレンドが世界的に広がる中、日本の粉末プロテイン市場

は、乳清由来の「ホエイプロテイン」と大豆由来の「ソイプロテイン」がほとんどを占め

ています。日本人の4人に1人が乳糖不耐症といわれる中、エッグホワイトプロテイン

「REVOPRO®」は、乳糖をはじめとする乳由来原料を一切使用していません。また、卵白

はたんぱく質の吸収率と体内利用率が非常に高い素材であるため、シリアスフィットネス

やボディビルなどでの筋肉作りに最適なほか、シニア世代の方々にもより有効にお手軽に

たんぱく質を摂っていただける、新開発したチョコテイストの卵白プロテインです。

EGG WHITE PROTEIN
REVOPRO® 【新商品情報】
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■たんぱく質原料は「卵白」を100％使用
■100g当たり76.3gの高たんぱく質配合
■�体内利用率（＊1）は良質のたんぱく質とされる�
ホエイよりも優秀

　　＊1　体内利用率…消化・吸収されて体内で利用される割合
　　＊2　Matsuoka�et�al.�The�Scientific�World�Journal�2017

原材料名：�粉末卵白�ココアパウダー／�
乳化剤�香料�甘味料（ステビア）

アレルギー表示：一部に卵・大豆を含む
内 容 量：1㎏
価　　格：5,500円

■日本人の3人に1人は乳糖不耐症＊3

スプーン1杯（30g）でタマゴ約7個分の卵白のたんぱく質

■�年間12億個のタマゴを加工するイフジ産業の知見と日本化工食品の調味料製
造で培ったプロの技術力によるイフジ産業グループのコラボレーションにより、
人工甘味料不使用でも芳醇かつスッキリなコクとキレのあるプレミアムチョコ
レート味を実現

人工甘味料不使用

乳糖フリー

■IFBBプロ、YouTuberのカネキン氏と
　スポンサー契約
　本商品の発売に際して、当社は、IFBB�（International�
Federation�of�Bodybuilding�&�Fitness）プロの人
気YouTuber、カネキン氏とスポンサー契約を結んで
います。
　当社は、卵白プロテインを通じ、身体作り、健康の
維持増進やその普及活動に取り組む人たちを今後も応
援してまいります。

https://revopro.jp/REVOPRO
乳糖不耐症の
自覚症状あり
＊3　当社調査による

36%

卵白
97.5％

＊2

ホエイ
90.5％
＊2
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液卵を軸に、卵の可能性を幅広く追求しています
■液卵とは？
　鶏卵を割って中身を取り出したものです。当社は様々な方法
で殺菌処理を行った全卵・卵黄・卵白を主力製品としています。
さらには、お客様の用途に合わせた製菓特性や調理特性を持た
せる等の加工を行って出荷しています。

割卵の手間が省けて衛生的

作業効率のアップ１
原材料費の不安定さを抑える

経 済 性３

保管と輸送の効率化、二次汚染防止

作 業 環 境５

製品の均一化が図れる

品質の安定２

凍結することで長期保存が可能

貯 蔵 性４

液卵を使用することによる5つのメリット
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お客様のニーズに応える安定供給

製造

購買 流通
独自の購買体制を構築

需給調整機能
安定買い付け

幅広い営業体制を実現
全国4工場ネットワーク
独自ルートによる配送

イフジ産業
独自の

安定供給体制

安全品質を確保
HACCPに準拠した工程管理

最新鋭設備導入

本社・福岡事業部
名古屋事業部

関西事業部

日本化工食品千葉工場

グループ会社：日本化工食品
調味料関連事業の柱として、当社とともに成長

三位一体の供給体制

関東事業部
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商品ラインナップ

凍結全卵
凍結20％加糖全卵
凍結20％加糖卵黄
凍結10％加塩卵黄
凍結卵白
凍結製菓用卵白

液 卵

ミニパック凍結卵

液全卵ホール 液全卵 液卵黄 液卵白

凍結全卵 凍結20％加糖卵黄 凍結製菓用卵白
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凍結
茶わん蒸し
ベース

凍結濃縮
茶わん蒸し
ベース

凍結卵ピロー包装（1kg） 凍結卵ピロー包装（500g）

水煮
ゆで玉子

おでん
味付玉子

凍結卵ピロー包装

ゆで玉子茶わん蒸しベース
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原料入荷
各地から集荷した卵が受入
れ基準に合格しているか、
鮮度を確認する測定機で検
査し、生産管理システムに
入力します。

冷蔵保管
入荷した卵は原料専用冷蔵庫で8.0℃以下
で保管し、製品アイテム毎に使用する卵を
振り分けて入出庫管理を徹底しています。
庫内には温度監視センサーが設置され、
24時間温度管理を行います。

投入
卵は洗浄され、付着した
ホコリや雑菌等を除去し
て製造ラインに入りま
す。割卵時には「いつ、
どこから持ち込まれた卵
を何時に割卵したか」を
記録しています。

殺菌
1時間当たり1,000～6,000L
の殺菌能力を持つ連続式殺菌
機を導入。適正な温度で殺菌
され、データは自動記録され
て品質を落とすことなく安全
で均一な液卵が製造できます。

ろ過
割卵作業中に混
入した卵殻の小
片などは、ろ過
器によって除去
します。

貯蔵
殺菌を終えた液卵は、氷蓄熱方式
で作られた0℃の冷却水で急速冷
却され、種類ごとに貯蔵タンクに
貯蔵されます。一貫して製品が空
気に触れない「クローズドシステ
ム」で細菌の混入を防いでいます。

冷蔵保管
完成した液卵・
凍結卵は、専用
の容器に詰めら
れ、速やかに製
品冷蔵庫へ移さ
れます。

出荷
温度記録計を搭載
した冷凍・冷蔵車
で輸送され、厳重
な衛生・温度管理
のもと、お客様へ
お届けします。

割卵・分離
高速割卵機を導入し、
作業の省力化、迅速
化を実現しています。
新型割卵機では、ス
キャナーで自動制御
し、卵黄と卵白を分
離できます。

充填
最新鋭の充填
機によりすば
やく正確に充
填され、安全・
安心な製品が
つくられます。

食への安全を、最先端の
技術と設備で支えています
■ 原料の入荷から製品の出荷まで、各工

程で一貫した生産管理を行っています
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連結財務諸表
■連結貸借対照表の要旨

科　　目 前期末
（2019年3月31日現在）

当期末
（2020年3月31日現在）

資産の部

流動資産 5,584 5,450

現金及び預金 2,303 2,464

受取手形及び売掛金 2,185 1,970

その他 1,095 1,015

固定資産 5,126 4,997

有形固定資産 4,964 4,832

無形固定資産 7 6

投資その他の資産 153 158

資産合計 10,710 10,448

　� （単位：百万円）

科　　目 前期末
（2019年3月31日現在）

当期末
（2020年3月31日現在）

負債の部
流動負債 2,558 2,388
固定負債 2,450 2,027
負債合計 5,008 4,415
純資産の部
株主資本 5,645 5,986
資本金 455 455
資本剰余金 366 366
利益剰余金 4,829 5,295
自己株式 △7 △131

その他の包括利益累計額 57 46
その他有価証券評価差額金 57 46

純資産合計 5,702 6,032
負債純資産合計 10,710 10,448

■連結損益計算書の要旨� （単位：百万円）
　科　　目

前　期
（2018年4月1日〜
2019年3月31日）

当　期
（2019年4月1日〜
2020年3月31日）

売上高 13,711 14,312
売上原価 11,057 11,437
売上総利益 2,654 2,874
販売費及び一般管理費 1,848 1,945
営業利益 806 928
営業外収益 35 34
営業外費用 12 11
経常利益 828 951
特別利益 14 27
特別損失 14 55
税金等調整前当期純利益 829 924
法人税、住民税及び事業税 296 331
法人税等調整額 △18 △21
親会社株主に帰属する当期純利益 552 614
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連結決算の主要な指標

928

13,71114,396

806

693

951

710

614

555

14,312

828 552

売上高／販売数量

51,538

売上高（百万円） 販売数量（t）

55,85354,049

第47期第46期

親会社株主に帰属する当期純利益営業利益 経常利益

第47期第46期 第48期第46期 第48期第46期

（百万円）（百万円）（百万円）

第48期 第48期 第47期 第47期

（鶏卵関連事業）
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1株当たり当期純利益 1株当たり配当金/配当性向
1株当たり配当金（円） 配当性向（％）

■配当について
　当社グループは、株主の皆様に対する適切な利益
還元を重要な経営目標と位置付けております。また、
当社の属する液卵業界において市場競争力を確保
し、シェア及び収益の向上を図るためには、製造設
備、研究開発等の積極的な投資が必要であると考え
ております。
　株主の皆様に対する利益還元の基本方針としまし
ては、経営体質の強化や今後の事業展開を勘案した
内部留保にも留意しつつ、連結ベースで目標配当性
向25％～30％、中間配当及び期末配当の年2回と
しております。
　当期の配当につきましては、中間配当は当初の予
想どおり9円とさせていただきました。また、期末配
当につきましては、当初の予想である9円より2円増
配となる11円とさせていただきました。
　なお、次期の配当につきましては、新型コロナウ
イルスの感染拡大により、業績予想を未定としてい
ることから配当予想も未定とさせていただいており
ます。

75.20

第48期

66.67

第46期

17

第47期

16

第46期

24.0 25.6

（円）

66.28

第47期

20

第48期

26.5
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株式の状況（2020年3月31日現在）

発行可能株式総数� 16,792,000株
発行済株式の総数� 8,141,379株�（自己株式203,991株を除く）
株主数� 5,536名

所有者別分布状況

■�個人・その他 6,293千株 75.4%
■�金融機関 1,064千株 12.8%
■�その他国内法人 693千株 8.3%
■�外国法人・外国個人 27千株 0.3%
■�証券会社 63千株 0.8%
■�自己名義株式 203千株 2.4%
※千株未満は切り捨てて表示しています。

下記ＵＲＬにアクセスいただき、アクセスコード入力後に表示される
アンケートサイトにてご回答ください。所要時間は5分程度です。

当社では、株主の皆様の声をお聞かせいただくため、アンケートを
実施いたします。お手数ではございますが、
アンケートへのご協力をお願いいたします。

株主の皆様の声をお聞かせください

ご回答いただいた方の中から
抽選で薄謝（図書カード500円）
を進呈させていただきます

kabu@wjm.jpへ空メールを送信してください。（タイトル、本文は無記入）
アンケート回答用のURLが直ちに自動返信されます。

空メールによりURL自動返信

いいかぶ 検索検索

●アンケートのお問い合わせ 
  「e -株主リサーチ事務局」 MAIL：info@e-kabunushi.com

●アンケート実施期間は、本書がお 手 元に
到 着してから約 2ヶ月間 です。

https://ｗｗｗ.e-kabunushi.com
アクセスコード　2924

※本アンケートは、株式会社 a2media（エー・ツー・メディア）の提供する「e-株
主リサーチ」サービスにより実施いたします。（株式会社 a2mediaについての詳
細 https://www.a2media.co.jp） ※ご回答内容は統計資料としてのみ使用さ
せていただき、事前の承諾なしにこれ以外の目的に使用することはありません。

所有者別
株式分布状況
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会社概要（2020年3月31日現在） 役員（2020年6月25日現在）

◆ホームページのご案内
��当社のホームページでは決算の

情報に加え、イフジ産業
や「REVOPRO®」がわ
かる動画も配信してい
ます。ぜひご覧下さい。

▲動画TOP画面http://www.ifuji.co.jp/

取締役創業者会長 藤　井　德　夫
代表取締役社長 藤　井　宗　徳
常 務 取 締 役 池　田　賢次郎
取 締 役 原　　　　　敬
取 締 役 見　島　正　文
取締役（社外） 川　原　正　孝
取締役（社外） 中 川 正 裕
常勤監査役（社外） 髙　宮　哲　郎
監査役（社外） 近　藤　隆　志
監査役（社外） 酒　井　善　浩

商 号 イフジ産業株式会社
（英文商号：Ifuji�Sangyo�Co.,�Ltd.）

設立年月日 1972年10月3日
資 本 金 4億5,585万円
本社所在地 〒811-2318

福岡県糟屋郡粕屋町戸原東二丁目1番29号
TEL　092-938-4561（代表）

従 業 員 数 118名（臨時従業員の期中平均雇用人数　330名）
※�臨時従業員には、パートタイム従業員及びアルバイトを含み、�
派遣社員を除いています。

事 業 部 福岡事業部� 福岡県糟屋郡粕屋町戸原東二丁目1番29号
� TEL　092-938-4561
関西事業部� 京都府綴喜郡井手町大字井手小字合藪3-1
� TEL　0774-99-4801
名古屋事業部� 愛知県安城市二本木新町一丁目8番7号
� TEL　0566-72-1611
関東事業部� 茨城県水戸市酒門町4476-17
� TEL　029-248-2311

グループ会社 日本化工食品株式会社
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贈呈基準 毎年9月30日、3月31日現在の株主様に
対し、全国たまご商業協同組合が発行す
る「たまごギフト券」を年2回、以下のと
おり贈呈いたします。
株式数100株以上1,000株未満
　一律300円（100円券×３枚）
株式数1,000株以上
　一律1,200円（100円券×12枚）

利用方法 全国の主な百貨店及びスーパー等で卵の
購入の際に利用できます。

有効期限 発行年度を含む3年度目の3月31日まで
（詳細はたまごギフト券をご覧下さい）

取扱店舗 全国の主な百貨店及びスーパー等（詳細
は同封書面をご覧下さい）

株主ご優待について ●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月下旬
基 準 日
定時株主総会
期 末 配 当
中 間 配 当

毎年3月31日
毎年3月31日
毎年9月30日

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

郵 便 物 送 付 先
（電話照会先）

〒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）
取扱事務は三井住友信託銀行株式会社の本店及び全
国各支店で行っています。

公 告 掲 載 方 法 電子公告により当社ホームページ（http://www.
ifuji.co.jp）に掲載いたします。ただし、やむを得な
い事由が生じた時は、日本経済新聞に掲載いたします。

●お知らせ
住所変更、単元未満株式の買取・買増等のお申出先について
株主様の口座のある証券会社にお申出下さい。
なお、証券会社等に口座がないため特別口座が開設されました株主様は、特別
口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申出下さい。
未払配当金の支払について
株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出下さい。


