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株主の皆様へ
　当第２四半期連結累計期間は、食品業界におきましても新型コロナ
ウイルス感染症の拡大による外出自粛要請や休業要請、営業時間の短
縮等の影響により食に対する需要が変化しました。また、鶏卵業界で
は2020年11月から2021年３月にかけての鳥インフルエンザの大
規模な発生により鶏卵の需給が逼迫し、鶏卵相場が極めて高い水準で
推移しました。
　このような中、当社グループの連結売上高は、前年同期比42.0％
増の9,020百万円となりました。損益につきましては、連結営業利益
は同33.2％増の658百万円、連結経常利益は同32.8％増の672百
万円となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は、連結経常
利益が増加したことに加え、繰延税金資産の追加計上等により、法人
税等調整額（益）を69百万円計上したことから同48.8％増の534百
万円となりました。

　鶏卵関連事業におきましては、業績の重要な指標である販売数量は
前年同期比9.1％増となりました。これは主に、新型コロナウイルス感
染症の拡大の影響による需要の落ち込みをカバーするため、新規取引
先や既存取引先への積極的なアプローチにより菓子メーカー向けの需
要を中心に販売数量を獲得できたこと等によるものです。
　売上高につきましては、鶏卵相場（全農東京Ｍサイズ基準値）が前
年同期比45.9％（75円）高と大幅に上昇したことに伴い、これに連
動する販売単価が上昇したことに加え、販売数量が増加したこと等に
より、同45.9％増の8,463百万円となりました。
　セグメント利益につきましては、一部の製品の販売単価を改定した
ことや販売数量が増加したこと、さらに生産効率の向上や歩留まりの
向上による製造コストの低減に努めたこと等により同32.7％増の
614百万円となりました。
　調味料関連事業の売上高につきましては、既存取引先への販売増等
により前年同期比4.7％増の588百万円となりました。セグメント利
益につきましては、取引先と連携した棚卸廃棄ロスの低減及び販売費
及び一般管理費の低減に努めた結果、同55.1％増の34百万円となり
ました。
　その他のセグメントである太陽光発電事業は、売上高は前年同期並
みの14百万円となり、セグメント利益は同5.3％増の10百万円とな
りました。

　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。

2021年12月

　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。

代表取締役社長　	

連結財務諸表
■連結損益計算書（要約）	（単位：百万円）

科　　目
前第2四半期
（2020年4月1日～
2020年9月30日）

当第2四半期
（2021年4月1日～
2021年9月30日）

売上高 6,350 9,020
売上原価 4,851 7,362
売上総利益 1,499 1,657
販売費及び一般管理費 1,004 998
営業利益 494 658
営業外収益 17 18
営業外費用 5 4
経常利益 506 672
特別利益 12 ―
特別損失 0 0
税金等調整前四半期純利益 518 672
法人税、住民税及び事業税 160 207
法人税等調整額 △1 △69
親会社株主に帰属する四半期純利益 359 534

（注）百万円未満は切り捨てて表示しております。

■連結貸借対照表（要約）

科　　目 前期末
（2021年3月31日現在）

当第2四半期末
（2021年9月30日現在）

資産の部

流動資産 6,221 6,700

現金及び預金 2,966 2,749

受取手形及び売掛金 2,223 2,401

その他 1,032 1,550

固定資産 4,817 4,797

有形固定資産 4,662 4,581

無形固定資産 5 5

投資その他の資産 150 209

資産合計 11,038 11,497

（注）百万円未満は切り捨てて表示しております。

	 （単位：百万円）

科　　目 前期末
（2021年3月31日現在）

当第2四半期末
（2021年9月30日現在）

負債の部
流動負債 2,556 2,766
固定負債 1,758 1,557

負債合計 4,315 4,323
純資産の部

株主資本 6,675 7,125
資本金 455 455
資本剰余金 372 382
利益剰余金 5,954 6,374
自己株式 △107 △86

その他の包括利益累計額 47 48
その他有価証券評価差額金 47 48

純資産合計 6,723 7,173
負債純資産合計 11,038 11,497

▶   販売数量
（鶏卵関連事業）

▶   売上高

▶   営業利益

▶   経常利益

▶   親会社株主に帰属 
する四半期純利益

▶   1株当たり中間配当金

29,121 ｔ　　
前年同期比　　9.1 ％増

9,020 百万円
前年同期比　42.0 ％増

658 百万円
前年同期比　33.2 ％増

672 百万円
前年同期比　32.8 ％増

534 百万円

前年同期比　48.8 ％増

12 円　　
2 円増配

第２四半期連結実績

前年同期から 

藤井	宗徳
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営業利益 経常利益

鶏卵関連事業（第２四半期累計）

商品ラインナップ

コーポレートサイトをリニューアルしました

液全卵ホール

凍結全卵 凍結20％加糖卵黄 凍結茶わん蒸し
ベース

凍結濃縮茶わん蒸し
ベース

凍結製菓用卵白

凍結卵ピロー包装

液卵黄
液全卵 液卵白

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

水煮ゆで玉子 おでん味付玉子

第２四半期累計期間連結決算

液 卵

ゆで玉子

ミニパック

凍結卵

茶わん蒸しベース

凍結卵ピロー包装

イフジ産業とグループ会社である日本化工食品のコーポレートサイトをリニューアルしました。
デザインも新たに刷新しスマートフォンやタブレットからも閲覧しやすくなりました。
これからも、情報のご提供や、内容の充実に努めてまいります。

▲イフジ産業HP　https://ifuji.co.jp/ ▲日本化工食品HP　https://www.nihonkakosyokuhin.co.jp/



■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課題としております。また
シェア及び収益向上を図るための生産設備、研究
開発等への投資が必要と考えております。
　2022年3月期の配当につきましては、中間配
当金を前年同期から2円増配となる1株当たり12
円とさせていただき、期末配当金は14円を予定
しております。

　 2020.3
（連結）

2021.3
（連結）

2022.3
（予想）

1株当たり配当金（円） 20 24 26
1株当たり利益（円） 75.20 101.63 101.66
配 当 性 向（％） 26.5 23.6 25.5

親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益
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（予想）
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第48期
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第49期

44.04

101.66
（予想）

第50期

65.22

101.63

第48期

37.84

75.20

第49期

1株当たり四半期（当期）純利益
（円）

EGG WHITE PROTEIN
【新 商 品】

　当社が展開している、卵
白由来のエッグホワイトプ
ロテインREVOPRO® は、
2020年3月の「プレミア
ムチョコレート味」の発
売以来、筋トレやダイエッ
トに気を使う方々の間で大
変ご好評をいただいていま
すが、新フレーバー「ピ
ニャコラーダ味」を10月
22日に発売いたしました。

　「ピニャコラーダ」とは
プエルトリコで生まれたパ
イナップル＆ココナッツの
カクテルドリンクです。そ
のフレーバーを取り入れて、
ハイグレードでトロピカル
な風味を実現しました。ま
た、人工甘味料を用いず、
自然な甘さにこだわりを
持って作り上げています。

原　材　料　名：粉末卵白・デキストリン・粉
末油脂/乳化剤・甘味料（ス
テビア）・酸味料・香料

アレルギー表示：一部に卵、大豆を含む
内　容　量：1㎏
価格：5,650円（税込）
※アルコールは含まれていません。

https://revopro.jp/REVOPRO

▲IFBB（国際ボディービルダーズ連盟）のプロ
カネキン選手



●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
国各支店で行っております。

公 告 掲 載 方 法 電子公告により当社ホームページ（https://ifuji.
co.jp/）に掲載いたします。ただし、やむを得ない事
由が生じたときは、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ください。
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ください。
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ください。

株式の状況（2021年9月30日現在）

発行可能株式総数	 16,792,000株
発行済株式の総数	 8,345,370株	（自己株式133,506株を含む）
株主数	 6,611名

所有者別分布状況

■	個人・その他 6,327千株 75.8%
■	金融機関 1,013千株 12.1%
■	その他国内法人 727千株 8.7%
■	外国法人・外国個人 47千株 0.6%
■	証券会社 96千株 1.2%
■	自己株式 133千株 1.6%
（注）千株未満は切り捨てて表示しています。

所有者別
分布状況

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。

会社概要（2021年9月30日現在）

役 員 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） 渡 邊 明 治
監査役（社外） 髙　宮　哲　郎
監査役（社外） 近　藤　隆　志

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2-1-29
TEL　092-938-4561（代表）

従 業 員 数 120名（臨時従業員の期中平均雇用人数　300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2-1-29
	 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1-8-7
	 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

◆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。ぜひご覧ください。

▲動画TOP画面

https://ifuji.co.jp/

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ください）

取扱店舗▶全国の主な百貨店及びスーパー等（詳細
は同封書面をご覧ください）

株主ご優待について


