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採卵鶏部門における家族経営の成長と安定

一附地黄卵の取組一

西川邦夫*・宮田剛志**

(*東京大学社会科学研究所/日本学術振興会特別研究員・**高崎経済大学)

Growth and stability ofthe fami1y-farm-management in the laying hen section 

(Kunio NISHIKAWA， Tsuyoshi MIYATA) 

I 問題の所在と課題の設定

1 問題の所在

わが国の農業構造の中で，採卵鶏部門は家族経営

体以外の経営体による生産，すなわち飼養羽数の集

中が最も進展した部門である。農林水産省 W2010

年農林業センサス』では， 79.9%が組織経営体に

よって飼養されていることが明らかになっている。

そして，家族経営体の 1経営体当たりの飼養羽数

7，438羽に対して，組織経営体では 137，731羽と 2

ケタ以上の差が存在している。

ただし，依然として約 20%の生産が家族経営体に

よって担われていることも事実である。加えて 1993

年以降，採卵鶏部門の総飼養羽数は減少傾向を示し

ている。そのような「縮小局面Jの構造変化の過程

において注刊新山 [4Jは一部の突出した経営の存

続を図るためではなく，できるだけ多数の経営の存

続を図るための方策を議論した。家族経営体は，組

織経営体に向けて展開していくのか，あるいは家族

経営体として，層としての存続が図られていくのか，

系列化に関するアメリカでのコンプレックスかサ

テライト方式かという議論が，日本の場合は農家養

鶏か大規模養鶏かとし、う議論と，養鶏から肉用牛に

至る畜産インテグレーション論全体との議論との

絡みの中で展開してきたと整理している。具体的な

展開過程については，金子 [2J が 1945~1994 年ま

での期間を対象とし，鶏舎・施設の構造，飼養管理

の変化に関して整理している。そこでは，オールイ

ン・オールアウトによる鶏の導入・淘汰のローテー

ションの下での鶏卵生産量や各費用計算，正確な経

営計画や資金管理計画などが行われていく実態や，

鶏病とワクチネーション等の防疫体制整備につい

て検討されている。その上で，大型生産農場の登場

や，グループ化等の展開過程が明らかにされている。

また，本稿でも注目する採卵鶏の生産管理に関連し

て，山口 [7J[8Jでは，国内外の烏インフルエンザ

の与える影響について分析を行っている。

ただし，いずれの論者においても， 1で言及した

ような家族経営の実態に関しては 1990年代半ば以

降，ほとんど触れられてこなかった。

3 課題の設定

その実態の解明が求められているといえる。 そこで本稿では，家族経営に焦点をあて，事業展

聞とその下での経営構造の改善，その上での収益=

2 先行研究の動向 成長の源泉の確保と，経営の安定性の実現について

明らかにしていくことを課題とする。その際，本稿

もともと，採卵鶏部門の実態に焦点を当てた先行 では，福岡県側地黄卵(以下，地黄卵と略記)を分

研究は極めて少ない。経営の展開方向に関する議論 析対象とし，以下の手)1慎で分析を進める。

のフレームワークとしては，杉山 [3Jが鶏卵部門の まず，地黄卵の概要を確認する。次に，地黄卵の
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事業展開について整理していく。さらに，生産過程

から直販，レストラン等川下部門への事業多角化へ

至る経緯について整理を行う。以上を踏まえて，地

黄卵全体の収益=成長の源泉の確保と経営の安定

性の実現について，各年次の『決算書』から明らか

にしていく。また，本稿で用いる「経営成長Jの概

念に関しては，内山 [1)の定義を用いている。具体

的には，事業規模，すなわち売上高，飼養羽数，利

益，所得等の量的拡大の指標を用いて，その継続的

増加を「経営成長」とする。加えて r経営成長」

は， r経営の安定性J，すなわち，財務上の安定性を

担保するために不可欠な要素となる注2)。

注 1)福田 [5)を参照。

注2)養豚経営の成長の源泉と成果の関係，そのメカ

ニズムの詳細に関しては，宮田 [6)の中で整理さ

れている。

E 事例の概要

1 事例の概要

地黄卵の事業内容は，採卵部門，直売所，レスト

ラン部門からなっている。

採卵部門では 120日齢の幼鶏のボリスブラウン

を導入し，約 480日齢から 560日齢まで産卵させ，

その後廃鶏とする。農場lま本農場と第2農場から構

成されており，本農場では包装のための GPセンタ

ーも装備している。この 2農場で最大 50，000羽ま

で常時飼養可能である。ただし，現在の常時飼養羽

数は 35，000羽にとどめている。 2010年の地黄卵の

売上高は2億 6，553万円であり，売上高の約8割は

鶏卵の販売によるものである。

構成員は，経営主夫婦の 2名で，資本金は 1，000

万円である。常雇は，経営主の長男，次男を含め 5

名，臨時雇は農場・ GPセンターに 9名，直売所に

3名の計 12名からなっている。

2 今日までの事業展開

第 1表は，地黄卵の今日までの事業展開を示した

第 1表側地黄卵の今臼までの経緯

全国平均

年 出来事 飼養羽数 I経営体当り
飼養羽数

1955 荒牧養鶏経営開始
85 現経営主(当時27歳)

が就農
9，∞o 1，641 

86 制度資金を利用して
高床式鶏舎を導入

20，∞o 

89直販を開始
90 5，144 
94倒若宮地質卵生産

農場設立
95鶏舎増設 26，∞o 6，389 

∞ 27，849 
ω直売所(若宮たまご

の里)開設
04第2農場開設 35，∞o 
05側地黄卵に名称変更 32，570 21，136 
的 35，∞o 
10 34，490 30，426 

11亭レ)ス開ト設ラン (五反田

資料・側地黄卵提供の資料及び聞き取り調査，農林水産省『農

林業センサス』より作成。

注目最右欄の 1経営体当り飼養羽数は.w農林業センサス』

から.05年と 10年は農業経営体.00年以前は販売農家+

販売目的の農家以外の事業体，のものである。ただし.85 

年の農家以外の事業体には牧草地経営体も含む。

ものである。

1985年に現経営主が就農した際，飼養羽数を

9，000羽から 20，000羽に増羽した。直販を開始した

のは 1989年からである。当初は化粧箱での販売を

試みるなどした。例年には年簡 1億円を突破し，

法人化して陶若宮地黄卵生産農場を設立した。何

年には鶏舎を増設した。しかし，周囲の経営も直販

を始めるようになると，販売方法だけでは差別化が

できなくなり，売上高が低迷するようになった。そ

こですでに 1992年頃より， mで確認する地黄卵独

自で開発した配合飼料を給餌した卵である「地黄

卵J(以降，商品のブランドを示す場合は括弧をつ

ける)の販売を開始することとなった。その後，売

上高は順調に増加し， 04年には第2農場を開設，

今日までの飼養羽数に増羽していった。

E 地黄卵の事業内容



1 採卵部門

本農場の鶏舎は2階建ての高床式鶏舎であり， 1 

階が 55x21mの広さである。 2階で鶏を飼養し， 1 

階に糞が落ちてくる仕組みになっている。 2階では

3段飼をしている。

( 1 )幼鶏の導入とヲクチネーション

120日齢で導入される幼鶏のボリスブラウンには，

第 2表に示したワクチネーションプログラムが行
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第3表 「ヂオウ 18Jの成分量

成分

粗たんぱく質

粗脂肪

組繊維

粗灰分

カノレシウム

りん

代謝エネルギー

出所・第2表と同じ。

成分量
18.00も以上

3.5%以上

5.0%以下

14.0%以下

2.8%以上

0.45%以上

2，850kcaVkg以上

われている。ワクチネーションによって，その後の たものが第 3表である。

疾病の発生を抑えることが可能となっている。 1日5回， 4時， 7時， 16時， 17時， 19時に飼

料が給餌される。主に夜に産卵が行われるため，午

(2 )指定配合飼料の給餌 後の給餌回数が多めとなっている。 2010年の飼料

「地黄卵」の核心ともいえる飼料は， IPコーンと の購入量・費は年間 1，440t，7，992万円となってい

いうアメリカの契約農場で栽培された飼料用コー る。「ジオウ 18Jの価格は 1トン当たり 55，500円で

ンを中心に，飼料会社に指定配合を依頼した「ヂオ あり，通常の配合飼料よりも 5，000円ほど高い。

ウ 18Jを用いている。他に赤ピーマンを入れ pヵ

ロチンを強化して色付けを行い，また乳酸菌製剤も ( 3)経営構造と作業体系

加えている。サルモネラ菌の危険性を考えて自家配 ①作業体系

合は行わない。また，魚粉，鶏の骨粉等の動物由来 本場では産卵，出荷作業，廃鶏処理，直売，堆肥

の原料は飼料に原員IJとして入れていない。ただし， 生産が行われている。

動物性の油脂が全くないと産卵率が上がらないの 1日の作業は， 8時 15分の鶏舎作業から始まる。

で， IPコーンを輸送してくる船ごとに成分を検査し， 経営主を含めて 4人で前日に機械の周辺に引っか

調整して入れている。「ヂオウ 18Jの成分量を示し かったままになっている卵がないか確認する。なお，

給餌及び集卵は自動化されており， GPセンターへ

第2表側地黄卵の幼鶏ワクチネーシヨン と移送される。その後， GPセンターでの出荷作業

日齢 ワクチン名 対処する感染症

MO マレック病(脚弱)

初生 POX 鶏痘

IB 鶏伝染性気管支炎

IOIND ニューカッスル病

1411BO がんぼろ病

19 アヴィァクト ーユーカッスル病

NBlTM -鶏伝染性気管支炎

3111BO がんぼろ病

351:: 
マレック病・鶏痘

MG生 マイコプラズマ感染症

50llB 鶏伝染性気管支炎

571ND ニューカッスル病

NB2AC 
ニューカッスル病

-鶏伝染性気管支炎
751MG マイコプラズマ感染症

SE サルモネラ菌

100 IB 鶏伝染性気管支炎

出所・側地黄卵提供の資料より作成。

用法

皮下注射

皮下注射

散霧

飲水

飲水

飲水

飲水

筋刺

点眼

飲水

飲水

筋注射

筋注射

筋注射

飲水

が始まる。 GPセンターでは， GP機→洗卵→選別→

包装→出荷，という順序で卵が流れていく。 GP機

と洗卵の聞には，ひびの入った，もしくは殻の薄い

卵を除く専任要員が 1人配置されている。洗卵と選

別の聞にも閉じ要員が 1人，専任で配置される。ま

た，選別では血卵検査も実施される。包装には4人

が配置される。 1人は包装担当であり， 2人はチェ

ック担当である。包装でチェックをする作業員は専

任ではなく他作業との兼任である。

以上のように，地黄卵で、は卵のひび割れチェック

を非常に慎重に行っている。ひびが入ると水分が蒸

発しパックが曇り，衛生上良くないためである。

午前の作業は8時 15分から 12時 45分まで，午

後は 13時から 17時 30分までである。午前と午後

でパートが交代する。地黄卵の GPセンターは 1時



28 農業経営研究第51巻第3号(通巻158号)

聞に最大 1万個の出荷が可能で， 1日に 3万個程度 が一番。J，I絹のたまごJの3ブランドからなって

出荷をする。午前は主にスーパーマーケットに出荷 いる。いずれも同じ飼料を給餌しているが，直売所

し，運送会社に配達を委託している。午後は主に直 向けに販売する「地黄卵」が 12個入りケースで 300

売所等に出荷し，配送担当のパートを配置している。 円程度なのに対して， I黄身が一番。Jは6個人り 1

②経営構造 パック 210~218 円， I絹のたまご」は6個入り 1パ

代表取締役である経営主は，現在 59歳である。 ック 198円と，スーパー向けに小分けで，また価格

担当部門は経営マネジメントから農場作業， GPセ を少し高くして販売している。

ンターでの作業，営業，配達と全ての作業に及ぶ。

6時 30分から 7時にかけて農場の見回りを行う。

その後休憩をはさんで8時 15分から鶏舎のチエツ

2 JII下部門への事業多角化

クを行い，そのまま 12時まで GPセンターで出荷 ( 1 )直販の拡大

の点検等を行う。 13時から 18時まで伝票作業を行 Eでも述べたように，売上高の低迷を受けて，地

い， 1日の作業が終了する。経営主の妻は，経営主 黄卵では独自の配合飼料を給餌して産卵させた卵

が就農した翌年の 86年に就農し，経理を担当して の販売を開始し，売上高を再び増加させることに成

いる。また，直売所は次男が，レストランは長男が 功した。現在，地黄卵の取引先は 81か所にのぼる。

それぞれ担当している。 販路構成は，スーパー・直売所:市場.その他=19: 

以上， IIで整理を行った地黄卵の事業展開の結果 39: 18 : 24，となっており，地黄卵が設置した直売

地黄卵では所有・経営が経営主夫婦によって行われ， 所「若宮の里Jも含めて直売所への出荷が多くなっ

労働は経営主やその長男・次男によって担われ，そ ている。また，どの販路に出荷する場合も，格外卵

こに臨時雇が雇い入れられているといった経営構 も含めて最低 1kg 当り 320~330 円 (1 ケース 12 個

造となっている。すなわち，以前よりも経営構造が 当りで 300円程度)は下回らないようにしてきた。

改善され，経営の企業的展開が進展している。

(4 )地黄卵の商品

「ヂオウ 18Jによって産卵された卵は，既に商

標登録済みである。第4表は普通卵と比べた時の地

黄卵で産卵された卵の成分の違いを示したもので

ある。ビタミン E含有量が極めて多く，また他の成

分量が少ないことから，健康に良い保健健康食品

(栄養機能食品)として高付加価値化が図られてい

る。地黄卵で販売されている卵は「地黄卵JI黄身

第4表地黄卵ブランドの成分

地黄卵 普通卵

ビタミンE 13.5mg l.1n事

エネルギー 131.0kcal 151.0kcal 

脂質 8.7g lO.3g 

コレステロール 360.伽事 420.伽理

出所:第 2表と同じ。

注:100g中の成分。地黄卵プランドは(財)日本食品分析

センター調べ (2009年4月 10日)。普通卵は5訂日

本食品標準表2004年調べ。

(2) レストランの開設と廃鶏処理

レストラン「五反田亭Jは， 2011年に開設された。

廃鶏を利用して親子井，ラーメン等を提供している。

卵は地黄卵から lkg当り 300円で仕入れている。

廃鶏は全て地黄卵の本農場から仕入れている。現

在，本農場には 22，000羽が飼養されている。幼鶏

は日齢 120日のボリスブラウンを毎月 1，500~ 1 ，600 

羽， 1羽当り 730円で導入している。償却を 1日当

り2円とした場合， 480日齢で完了する計算となっ

ている (730円.，.(480日一120日) =2.03円)。地

黄卵では，償却が終わった後の日齢 550~560 日ま

での産卵を目標としている。それ以上の飼養は産卵

率が低くなるとともに，卵の殻が薄くなるためであ

る。そのため，この時点で廃鶏処理を行うことが地

黄卵として最も収益が確保される計算となってい

る。導入羽数と同じ 1，500~ 1 ，600羽を毎月廃鶏処理

しており，直売所「若宮たまごの里J及びレストラ

ンでは鶏肉の売れ行きはいい。そのため， 日齢480

日で廃鶏処理をしなければ追いつかないこともあ

った。しかし，日齢 560日未満の鶏を多く廃鶏処理



売上高

(万円・百円)

45，0∞ 

40，∞e 

35，ω。

30，0∞ 

25，0叩

20，0剖

15出国

10，0∞ 

飼料仕入高

/売上厚伍

50日

4併.

30'10 

20叫

10日

。日
2002 03 04 05 06 07 08 09 10 

第 1図側地黄卵の売上高等の推移

出所。第 2表と同じ。

注 単位は，売上高は万円，当期純利益は百円で表示。

すると採卵部門の利益が減少するため，現在，直売

所「若宮たまごの里Jとレストラン以外に鶏肉は出

荷しないことにしている。

レストランを開設することによって地黄卵の収

益性は高まったと推察される。廃鶏業者に出荷した

場合 1羽当り 7円にしかな らない一方で， 地黄卵

で廃鶏処理を行った場合， 1羽当り 230円の経費が

かかる。それに対してレス トランには 1羽当り導入

価格と同じ 730円で販売できるからである。レス ト

ランの収益自体はまだ確保されていないが，採卵部

門における収益性の上昇でカバーしているとのこ

とである注3)。
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注 3)現時点では部門毎の損益状況を明らかにできる

資料を入手することができなかった。詳しい分析

は，今後の継続調査で行っていきたい。

W 収益性と安定性

第 1図は売上高等の推移を確認したものである。

また，第5表は地黄卵の収益性と安定性を示したも

のである注4)。

第 1図にあるように 2008年までは売上高は順調

に増加し，それに伴い，第 5表にあるように収益性

や短期・長期の安全性を表す指標の高まりも確認さ

れた。また，成長性を表す指標もプラスであること

が多い。地黄卵独自で開発された飼料「ヂオウ 18J

を給餌した卵の販売が売上高の糟加に寄与してき

た様子が推察される。

ただい配合飼料価格が 1トン当たり 40，000円

から 60，000円にまで上昇した 2008年には，短期の

安全性や経常利益率の大幅な低下も確認された。第

1図でも売上原価に占め る飼料仕入高の割合が

2004年以降上昇し， 2008年以降は約 50%で高止ま

りしている様子が明らかとなる。これに対応するた

め， 地黄卵では販売価格の値上げを行い，販売先の

約 8筈IJはこれを受け入れたが，スーパーでは売上高

が大きく減少したため，結局，価格の値上げは撤回

せざるを得なかった。 2008年より販売が開始され

た「絹のたまごjは1パック 198円を218円にいっ

第5表 側地質卵の収益性 ・安全性 ・成長性

2∞5年 2∞6 2∞7 2∞8 2009 

収益性 営業利益率 -0.1 -0.4 1.6 1.5 1.7 営業利益/売上向

経常利益率 0.4 0.7 2.2 1.7 2.0 経常利益/売上高

当期利益率 1.4 0.4 1.2 1.2 1.4 当期利益/売上高

総資本営業利益率 回0.2 -1.0 4.6 4.2 4.8 営業利益/総資本

総資本経常利益率 0.8 1.8 6.3 4.9 5.6 経常利益/総資本

安全性 流動比率 140.0 134.4 132.2 110.5 162.2 流動資産/流動負債

(短期) 当座比率 lCゆ5 118.0 117.3 102.8 147.0 当座資産/流動負債

安全性 固定比率 90.5 106.9 116.3 1303 179.7 固定資産/固定負債

(長期) 長期適合率 89.6 86.7 95.8 102.8 74.6 固定資産/ (自己資本+長期借入金)

自己資本比率 6.5 15.5 18.7 16.0 26.6 自己資本/総資本

成長性 売上高増加率 16.9 7.9 7.0 ー7.4 (当期売上高一前期売上向)/前期売上高

経常利益増加率 117.1 257.3 司 14.1 3.5 (当期経常利益ー前期経常利益) /前期経常利益

出 所第2表と同 じ。
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たん引き上げたが，結局 198円へと戻さざるを得な

かった。加えて，リーマンショック以降，高価格な

卵の消費が低迷し， 2009年から売上高は減少， 2010 

年には当期純利益はほぼゼロにまで低下している。

このような中で，最近浮上してきたのが大手スー

ノ号ーとの取引の話である。 1日400kg，年間 120ト

ン(12個入りで 20万パック)という， 1つの取引

先としては非常に大きいものである。ただし，地黄

卵の商品である「黄身が一番。Jと「絹のたまごJ

否か，長期的な観測を行う必要があろう。

一方で，売上高の低迷，さらには飼料価格高騰を

値上げで吸収できない部分もあり，地黄卵も新たな

事業展開を迫られていると推察される。その対応の

1つが大手スーパーとの取引である。卵 1個当りの

わずかな差益を量でカバーする，地黄卵の経営主日

く「薄い商売Jであり，これまでの事業展開とは明

らかに異なる方向として注視する必要があろう。

での出荷ではなく，価格は 10個人り 1パック当た 注5)新山 [4]を参照。

り163円と低いため，自社生産では採算が合わず仕

入販売となるとのことである。[引用文献〕

注4)本来なら地黄卵設立当初からの資料を用いて時 [ 1]内山智裕 (2007): r経営成長J，日本農業経営学

系列的な分析を試みるべきだが，現在の調査で得 会農業経営学術用語辞典編纂委員会編『農業経営
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たまごJを高価格で直販することで収益性を高めて

きた。また，家族経営による事業多角化，それによ

って達成された後継者の就農等といった動きは，こ

れまでの飼養羽数の増加や大規模法人経営による

事業多角化・企業グループの形成注5) とは異なる家

族経営の展開方向として注視される。それを可能と
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よって事業を多角化するとう動態である。地黄卵の

動きは，家族経営体として経営を持続させる新たな

動態として注視される必要があるのではないだろ

うか。今後，これまでのような事業展開が可能か，

ードシステム学の理論と体系』農林統計協会，

pp.73・74.
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付記

本稿は(独)農畜産業振興機構 W2011年度 畜産

関係学術研究委託調査報告書 大規模法人経営の

6次産業化と収益性一自給飼料基盤に着目してー』

に，補足調査を実施し，加筆・修正したものである。
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