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平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
株主の皆様にはこの度の災禍に大変なご苦労をされていらっしゃることとご案じ申し上
げております。新型コロナウイルス感染症の世界的拡大は、日本の経済において、大きな
打撃を与え、感染症の収束がいまだ見えないなかウィズコロナの生活様式に社会全体が
変容しつつあります。
当社グループにおきましては、中期経営計画のメインである「BEIKA Lab」の完成がいよ
いよ近づいてまいりました。この稼働により、中期経営計画『プライド・BEIKAプラン』の
最終年度となる来期は大きく前進いたします。米菓を通じてお客様に「おいしさの感動」
をお届けできるよう精進してまいります。株主の皆様におかれましては、より一層のご支
援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

2020年11月　代表取締役社長  槇　春夫

株主の皆様へ



長岡工場増築

※出典SRI　指標：マーケットシェア　
期間：2019/05 - 2020/04
業態：SM、CVS、DRUG　エリア：全国
ブランドTOP10を抽出

新工場完成に向け建設工事中

岩塚製菓グループが得意とする、もち製品の生産増強と
スピーディーな商品開発を目的とした建設中の新工場

「BEIKA Lab」。来年の本格稼働を目指しております。

国産米100％の米菓売場「にっぽん米米菓売場」を全国
で展開しております。国産米100％米菓のおいさをア
ピールしシェア拡大を狙います。

前期比

企業数127.5％

店舗数141.6％

長岡工場の増築工事。老朽化した中沢工場の機能を長岡
工場へと集約し、来春の稼働を予定しております。グ
ループ会社向け商品製造工場の統合によるシナジー効
果で更なる効率化と生産性の向上を図ります。

田舎のおかきシリーズが、おかきカテゴリー別で令和売
上No.1※となりました。新工場の稼働により、あられ・
おかき部門の更なる拡大を図ります。

20.8％ 22.0％

2019年度 2021年度

シェア +4.0％
売上 +20億円

あられ・おかき目標シェア

あられ・おかきシェア  売上高は当社推定

新工場「BEIKA Lab」

にっぽん米米菓売場

おかきカテゴリー別「令和売上No.1」獲得 「にっぽん米米菓売場の拡大」でおいしさアピール



道の駅「ながおか花火館」で販売新型コロナウイルス感染症対策

ESG経営の取り組み

東 日 本 大 震 災 復 興 支 援 の「 バ タ
しょっと」を今年も2月に発売しまし
た。売上の一部を義援金として南相
馬市に寄付いたしました。

「バタしょっと」開発で一緒に取り組
んだ子どもたちは成人になります。
当社の「明日へつなごうプロジェク
ト」は子どもたちの未来を応援して
まいります。

岩塚製菓グループの「瑞花」は長岡の
子どもたちの未来を応援する活動に
役立ててもらうために「米百俵」、「米
百俵あげもち」の売上の一部を長岡
市米百俵財団へ寄付させていただき
ました。米百俵ゆかりの商品で活動
を応援しております。

新型コロナウイルス感染症対策支援
のため、微酸性電解水製造装置を新
潟県、長岡市及び新発田市に、微酸性
電解水を長岡商工会議所など3団体
に中国「旺旺集団」の協力のもと、寄
贈させていただきました。

「岩塚製菓グループにおける新型コロナウイルス感染症
予防ガイドライン」を策定し、感染予防に努めておりま
す。従業員や来訪者の検温実施、リモートワークの実施、
対面での食事禁止などの対策を行い、安全安心な商品を
お届けしてまいります。

道の駅「ながおか花火館」が地域の活性化、振興を図る施
設として9月18日、長岡市にオープンしました。
岩塚製菓グループの商品も地場産品販売スペースで販
売し、長岡の魅力を発信してまいります。

東日本大震災復興支援
「バタしょっと」発売 「瑞花」米百俵財団へ寄付金贈呈 感染症対策に協力

微酸性電解水を寄贈

「米百俵」　（落雁） 「米百俵あげもち」

検温の実施

リモート会議の実施

長岡市へ電解水製造装置を寄贈

長岡商工会議所へ電解水を寄贈



会社の概要（2020年9月30日現在）

社 名 岩塚製菓株式会社
IWATSUKA CONFECTIONERY CO.,LTD.

本 社 所 在 地 新潟県長岡市浦9750番地

設 立 1954年4月27日

資 本 金 16億3,475万円

従 業 員 数 （連結）907名 （単体）849名
主 な 事 業 所 本社、Ｒ＆Ｄ・Ｍセンター

　　（工場）

　　（支店）

沢下条（第一・第二・第三・第四）工場、
飯塚工場、中沢工場、長岡工場、北海道工場
広域支店、北海道支店、東北支店、信越支店、
東京東支店、東京西支店、中部支店、関西支店、
中四国支店、九州支店

ホ ー ム ペ ー ジ https://www.iwatsukaseika.co.jp/

株主メモ
事 業 年 度 4月1日から翌年3月31日まで
定 時 株 主 総 会 6月（基準日 3月31日）
期末配当金支払株主確定日 3月31日
中間配当金支払株主確定日 9月30日（中間配当をおこなう場合）
単 元 株 式 数 100株
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
お 取 扱 窓 口 お取引の証券会社等。特別口座管理の場合は、

特別口座管理機関のお取扱店
特別口座管理機関お取扱店 みずほ証券およびみずほ信託銀行

フリーダイヤル　0120-288-324
（土・日・祝日を除く9：00～17：00）

未払配当金のお支払 みずほ信託銀行 および みずほ銀行
（みずほ証券では取次のみとなります）

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

当社は株主様に対する利益還元を経営の最重要
政策の一つとして位置づけており、米菓業界に
おける熾烈な企業間競争の中にあって、常に新
技術の開発と生産性の向上を目指し、競争力を
一層高めるとともに、業績に裏付けられた成果
の配分として、剰余金の配当を行うことを基本
方針としております。今後の事業展開等を勘案
して、2021年3月期は期末配当予想を1株当た
り30円に修正いたします。

プラスチックトレーの使用をやめ内容量を変えずに、プラスチック包材を削減したスリムパック商品を新たに2品
発売しました。環境省が推奨するプラスチックスマートキャンペーンに参加し環境配慮とともに物流費の削減や小
売店の売場効率の向上も見込んでおります。

プラゴミ削減　環境に配慮した商品

期末配当予想について

「大袖振豆もち」 新たに発売した「岩塚あられ 鬼ひび うす塩味・旨辛」「桜えびかきもち」
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