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株主の皆様へ

目次

　株主の皆様には、平素より格別のご支援、ご協力を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、ここに当社グループ第64期事業年度（平成23年1月1日から平成23年12
月31日まで）の報告書をお届けするにあたり、一言ご挨拶申しあげます。
　当期におきましては、3月11日に発生した東日本大震災の地震と津波による未曾
有の被害とそれに伴う原子力発電所の事故が日本の社会に大きなダメージを与えま
した。パン業界におきましても、工場が被災して生産が停止したり、関連業界の被
災により原材料調達に大きな支障が生じ、関東地方の工場では計画停電により生産
体制が寸断されるなど、大変厳しい状況となりました。
　当社グループでは、被災した工場や事業所の復旧を急ぐとともに、震災発生直後
から総力を挙げて被災地への緊急食糧供給に取り組みました。また、緊急事態に対
応するため製品の品種数を1,800品から164品へと大幅に絞り込み、東北地方や
首都圏での製品供給につとめました。緊急食糧供給は11月10日に終了しましたが、
当社グループでは被災地にパン類1,563万個、おにぎり807万個等をお届けしま
した。原材料供給に困難が生じたことや計画停電の影響により生産高、売上高は前
年を下回りましたが、緊急体制として製品数を絞り込んだことは生産・販売両面の
効率アップとなり、前年を上回る利益を確保することができました。また、震災後
はお客様の節約志向が更に強まり、当社グループでは品種数の増加を抑制したこと
もあり、売上面では若干苦戦いたしましたが生産・販売面の効率アップを継続し、
収益向上をはかりました。秋以降は平常の生産販売体制に復帰し、部門別の製品施
策、営業施策を積極的に展開して売上拡大につとめてまいりました。
  当期の連結業績につきましては、資産除去債務過年度分や震災関連費用を特別損
失に計上したことに加え、税制改正の影響もあり、当期純利益は減益となりました
が、売上高、営業利益、経常利益は所期の目標を達成することができました。
　今後につきましては、お客様の根強い低価格志向に加え、原材料価格の高止まり
もあり、当面、厳しい経営環境が続くことが予測されますが、当社グループといたし
ましては、引き続き技術革新による品質向上と新製品開発に積極的に取り組み、お客
様に喜ばれる真に価値ある製品とサービスの提供につとめてまいります。また、小委
員会による「なぜなぜ改善」と「2本立ての5S」による業務改善を推進し、内部管
理体制の充実と業務の効率化をはかり、着実な業績向上をめざして努力してまいる
所存でございますので、株主の皆様におかれましては、今後ともなお一層のご指導・
ご鞭撻を賜りますようお願い申しあげる次第でございます。 平成24年3月

代表取締役社長　　　　　　　　　　　
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売上高

9,327億 94百万円

（対前期比 100.5%）

営業利益

286億 77百万円

（対前期比 106.2%）

経常利益

296億 25百万円

（対前期比 107.5%）

当期純利益

80億 23百万円

（対前期比 63.1%）

当期における連結業績の概況

事業の概要

当期の事業の概況
　当期におけるわが国の一般経済環境は、３月11日に
発生した東日本大震災の地震と津波による未曾有の被
害ならびに原発事故の影響により、景気は急激に落ち
込みました。夏頃には生産面を中心に持ち直しの動きが
広がってまいりましたものの、秋以降、海外経済の減
速や歴史的な円高の影響を受けて輸出が伸び悩み、景
気は期末にかけて足踏み状態となりました。
　パン業界におきましては、震災により油脂原料や包
材の供給に大きな支障が生じたうえに、計画停電によ
って生産体制が寸断されたため、製品の品種数を大幅

に削減し配送体制を見直すなど厳しい対応を迫られま
した。そのような中で、農林水産省や地方自治体からの
要請に応え、パン業界を挙げて被災地への緊急食糧の供
給に取り組みました。計画停電や原材料の入手困難に
より生産高が前期を下回る中、被災地への緊急食糧供
給があり、一時は首都圏の量販店等の売場からパンが無
くなる状態となりました。その後社会全体に自粛ムード
が広がる中でお客様の節約志向が強まり、市場環境が
厳しくなりました。また、輸入小麦の政府売渡価格が4
月に平均18％引き上げられたことに伴い主原料の小麦
粉の値上げが7月に実施されるなど、原材料価格の上昇
により収益が圧迫される経営環境となりました。一方、
コンビニエンスストア業界におきましては、たばこの値
上げによる増収効果や震災以降の主婦、高齢者など利
用者層の拡大が追い風となりましたが、出店競争が激化
し企業間競争は熾烈さを増しました。
　このような情勢下にありまして、当社グループは、緊
急事態に対応するための生産販売体制として1,800品あ
った品種数を164品に絞り込み、震災直後より被災地へ
の緊急食糧供給に積極的に取り組むとともに、東北地方
ならびに首都圏での製品供給につとめてまいりました。
　震災の被害につきましては、仙台工場において設備の
損傷や断水・停電により生産ラインが長期にわたり停止
しましたが、懸命の復旧作業の結果、3月23日に食パン
と菓子パンのラインを再稼働させ、4月4日には全ライ
ンの操業を再開しました。しかし、4月7日に発生した
大きな余震のため全ラインが再停止しましたが、4月14
日には完全復旧させることができました。また、関東・
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事業の概要

売上高 営業利益
30,000

24,000

18,000

12,000

6,000

0

（百万円）

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000
（百万円）

経常利益 当期純利益

0

6,000

3,000

9,000

12,000

15,000
（百万円）

0

6,000

12,000

18,000

30,000

24,000

（百万円）

第61期 第62期 第63期 第64期 第61期 第62期 第63期 第64期

第61期 第62期 第61期 第62期第63期 第63期第64期 第64期

811,738
885,683 928,242 932,794

25,821
22,738

26,991
28,677

21,555 22,852

27,559

5,987

8,640

12,724
29,625

8,023

東北地方において品種数を大幅に絞り込んだことは生産
面・販売面の効率を上昇させることとなり、売上が低下
する中で前期を上回る収益を確保することができまし
た。その後徐々に休止製品の販売を再開しましたが、７
月以降は、東京電力、東北電力管内で実施された電力使
用制限に伴い、発電機の設置等の対策をしつつ品種数の
増加を抑制し、効率的な生産販売体制を維持しました。
　また、当社は、原材料価格の高騰に対応するため、
主原料の小麦粉の値上げに伴い７月１日から一部製品の
価格改定を実施し、同時に新技術を活用した規格改定
を実施して主力製品の品質向上をはかりました。秋以降
は平常の生産販売体制に復帰し、新製品開発を強化し
て部門別の製品施策、営業施策を積極的に展開し、売
上の拡大をはかってまいりました。
　当期の業績につきましては、地震と停電により生じた
製品、原材料の廃棄損や仙台工場の復旧費用などの震
災関連費用に加え、会計処理基準の変更に伴う資産除
去債務過年度分を特別損失に計上したことや、法人税
率引下げに伴い繰延税金資産を取り崩したことにより、

連結当期純利益は減益となりました。
［セグメント別の状況は5頁から8頁のとおりです。］

次期の見通し
　今後の見通しといたしましては、わが国経済は、震
災復興需要に支えられて緩やかな回復軌道に復するこ
とが期待されますが、電力供給の制約や円高進行に加
え海外経済の下振れ懸念もあり、景気の先行きは予断
を許しません。当業界におきましても、デフレ状況が続
く市場環境の下でお客様の低価格志向が強まり、販売
競争が更に激化することが予測されます。また、上半期
におきましては当期の小麦粉値上げの影響が残ること
に加え、油脂などの原材料価格の高止まりもあり、当
面、収益環境の厳しさが続くものと思われます。
　このような状況下にありまして、当社グループは、
引き続き技術革新による品質向上と新製品開発に取り
組み、値頃感のある製品や付加価値の高い製品を積極
的に提供するとともに、地域別・業態別にきめ細かな
製品対応を実施してヤマザキブランドの取扱い拡大に
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売上高 営業利益
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つとめてまいります。
　食パンにつきましては、当期発売の「モーニングス
ター」を活用して低価格帯の販売を強化するとともに、
ヤマザキの技術力を結集して中間価格帯の新ブランド

「ロイヤルブレッド」を発売し、フル価格帯の製品戦略
を推進してまいります。菓子パンは、主力のヤマザキ
菓子パンや「ランチパック」などの新製品を計画的に
発売して品揃えを拡充するとともに、お客様の低価格
志向に対応した製品群の充実をはかり、売上の拡大を
めざしてまいります。さらに、市場動向に即応した部門
別製品施策、営業施策を推進するとともに、小委員会
による「なぜなぜ改善」と「2本立ての5S」による業
務改善に取り組み、内部管理体制の充実と業務の効率
化をはかり、安定的な収益確保をめざしてまいります。
　㈱デイリーヤマザキのコンビニエンスストア事業に
つきましては、当社グループ各社との連携を強化して
オリジナル商品の開発を推進し、地域・客層に応じた
品揃えの充実をはかり、魅力ある売場作りをめざして
まいります。また、引き続き好立地・低コストの新規店

売上高

9,530億円

（対前期比 102.2%）

営業利益

320億円

（対前期比 111.6%）

経常利益

330億円

（対前期比 111.4%）

当期純利益

140億円

（対前期比 174.5%）

次期の連結業績見通し

舗の開発に取り組むとともに、値入れの改善など加盟
店の収益向上につとめてまいります。
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食品事業
　食品事業におきましては、東日本大震災以降、油脂原料や包
材の調達難、計画停電による生産体制寸断により、製品の品
種数を大幅に削減いたしましたが、品質面での優位性を背景
に「芳醇」やヤマザキ菓子パンなどの定番製品を集中拡販する
など売上の確保をはかってまいりました。主原料の小麦粉の
値上げに伴い、7月に一部製品の価格改定を実施しましたが、
お客様の製品選択が低単価にシフトしたことや、品種数の抑
制により売上が鈍化したことから、秋以降、各部門毎に品種数
の見直しや低価格帯製品の販売強化を実施し、前期の売上を
上回ることができました。

　食パンは、震災により原材料の調達に支障が生じ、主力製
品を一時休止するなど大きな影響がある中で、品質訴求によ
り「芳醇」の拡販をはかるとともに、７月に主力製品の価格
改定を実施しましたが、お客様の製品選択が低単価にシフト
し、苦戦しました。10月には当社独自技術を用いた値頃感
のある新製品「モーニングスター」を発売するなど低価格帯
製品を強化し、前期の売上を確保することができました。

食パン部門　売上高929億10百万円（対前期比 100.2%）

売上高 8,564億56百万円（対前期比 102.8%）
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←先方からの要望で
63 期が若干右上がりになるようにしています
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856,456
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前期（第63期）の連結業績には、不二家グループの決算期変更に伴い、不二家グループの15ヶ月間（平成21年10月1日から平成22年12月31日まで）
の連結業績を組み入れましたが、以下のセグメント別の状況では、第63期の売上高について、不二家グループの連結売上高を前年の同期間
である12ヶ月間（平成22年1月1日から平成22年12月31日まで）の連結売上高に組み換えたうえで実質的な前期比較を行っております。

91.8%

7.4%

売上高構成比
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菓子パン部門　売上高3,139億96百万円（対前期比 102.6%）

和菓子部門　売上高663億37百万円（対前期比 99.7%）

　菓子パンは、販売単価の下落が続く厳しい状況ではありま
したが、震災後、ヤマザキブランドの定番製品を集中拡販す
るとともに、低価格帯製品を強化して販売数量の増加をはか
りました。ヤマザキ菓子パンや「まるごとソーセージ」など
の定番製品が大きく伸長するとともに、「スイートブール」な
どの手作り感のある菓子パンや「カレーパン」などのドーナ
ツが伸長し、売上増を達成できました。

　和菓子は、「北海道チーズ蒸しケーキ」や焼菓子の「ブッ
セ」が伸長するとともに、品質を向上した「ホットケーキ
サンド」が好調に推移しましたが、中華まんが低調に推移
し、前期の売上を若干下回りました。
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　洋菓子は、「大きなツインシュー」などのシュークリーム
が大幅に伸長するとともに、「イチゴスペシャル」などのス
ナックケーキが好調でした。また、㈱不二家の「ネクター
ロール」や「カントリーマアムロール」などブランド力を
活かした製品が売上増に寄与しました。

　調理パン・米飯類は、㈱サンデリカのコンビニエンスス
トア向け取引が大幅に拡大し、売上は大きく伸長しました。
　調理パンでは、「大きなサンドイッチ」が好調に推移する
とともに、新製品「バリューデリロール」が売上に寄与い
たしました。
　米飯類では、㈱サンデリカにおける西日本地区の事業拡
大が軌道に乗り、売上は大きく伸長しました。

洋菓子部門　売上高1,155億44百万円（対前期比 101.4%）
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調理パン・米飯類部門　売上高1,120億21百万円（対前期比 111.0%）
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流通事業
　㈱デイリーヤマザキのコンビニエンスストア事業につき
ましては、地域毎のベストな商品開発に取り組み品揃えの
充実をはかるとともに、デイリーホットなど独自の機能を強
化して、魅力あるチェーンをめざしました。また、震災の影
響で多数の店舗が一時休止しましたが、被災地の店舗の復
旧と商品供給体制の早期回復に取り組み、6月半ばには全店
の営業を再開しました。
　当期末の店舗数は、「デイリーヤマザキ」1,527店、「ヤ
マザキデイリーストアー」121店、総店舗数1,648店（14
店増）となりました。
　以上の結果、店舗売上拡大に伴うロイヤリティ収入の増加
や直営店の売上増加により増収を達成することができました。
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売上高 687億31百万円（対前期比 106.2%）
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16.7%製菓・米菓・その他商品類部門　売上高1,556億45百万円（対前期比 101.6%）

　製菓・米菓・その他商品類は、㈱不二家の「カントリー
マアム」やヤマザキ・ナビスコ㈱の「リッツ」、㈱東ハトの

「オールレーズン」などブランド力のある製品が伸長しまし
た。また、当期より新規連結した不二家グループの不二家

（杭州）食品有限公司の寄与もあり、売上増となりました。
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製 品 情 報

　「ロイヤルブレッド」は、「品質とおいしさ」をテーマに、当社独自の技術
と製法により“小麦本来の味と香り”を活かして焼きあげた、バターの風味
とコクのあるしっとりとした食感が特長の食パンです。
　当社厳選の良質な上級小麦粉とバターを使用しており、トーストすると香
りが引き立つとともに、サクっとした歯切れのよい食感が感じられ、より一
層おいしさが際立ちます。
　ぜひトーストして味わっていただきたい食パンです。

高温短時間で焼く！ “お皿への盛り付け方”もポイント！

焼き色がポイント！

“贅沢ぬり”で風味UP！

トースターは食パンを入れる前
に予熱してから短時間で焼きま
しょう。

トーストしたパンは、事前に温めたお皿にの
せ、パンを重ねずにお皿に盛り付けます。そ
うすることでトーストしたパンが湿気てしま
うのを防ぎます。

こんがりきつね色に焼きあげま
すと、表面はサクサク、中はしっ
とりもちもちの食感が味わえま
す。

食パンを軽くトーストし、薄く焼き目
がついたら、縦・横に切れ目を入れ、
バターを全体にぬります。そして再
度トーストします。最後にもう一度
バターをぬって完成です。
バターが奥までしっかりしみて、ふっ
くらした仕上がりになります。

“トースト”をさらにおいしくする方法

焼き方編 食べ方編バター（マーガリン）編

品質とおいしさ「ロイヤルブレッド」

010_0847001272403.indd   9 2012/03/14   11:01:46
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　「ランチパック」は、きめの細かいやさしい食
感の食パンで具材をはさんでおり、サンドイッチ
の“おいしさ”と“手軽さ”、そしてバッグに入
れて携帯できる“便利さ”が特長です。ジャムや
クリームをはさんだスイーツ系から、たまごやツ
ナをはさんだ惣菜系、また各地の地産食材やご当
地グルメをはさんだご当地商品など、バラエテ
ィー豊かなラインアップがあります。
　お召しあがりの際、パンのかけらや具材がこぼ
れにくく、また片手でも簡単に召しあがることが
できるので、様々なシーンに合わせてお楽しみい
ただけます。

「ランチパック」自由型ランチ

テレビコマーシャル
ランチパック「自由型ランチ」篇
出　演　剛力 彩芽
挿入曲　絢香「Hello」

カットされた食パンの耳の部分は、当社グループ内でパン
やお菓子などの原料として利用しております。また、食品
リサイクル法に基づき飼料原料として再生利用されてお
り、食パンの耳の全量を有効利用しております。

好きな時。
好きな場所。
好きな味。
それは自由型ランチ
ヤマザキ ランチパック

ランチパックスペシャル
サイトでは、新商品や人
気商品、ご当地ランチパ
ックなど様々な情報をご
覧いただけます。

http://www.yamazakipan.co.jp/lunch-p/

ランチパックを作るときに
カットされた食パンの耳は
どうなっているのかな？

2011年売上
No.1

2011年売上
No.2

2011年売上
No.3
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当社グループの店舗網

デイリーヤマザキ（コンビニエンスストア）

宮城・仙台蒲生店（平成23年5月改装オープン）

Yショップ（コンビニエンス機能店）

岩手・大船渡魚市場前店（平成23年9月改装オープン）

埼玉・杉戸店（平成23年9月オープン）　不二家とサーティワンアイスクリームとの複合店舗

不二家（洋菓子店）

大船渡湾の魚市場前に
あり、震災による津波
で大きな被害を受けま
したが、９月３日に営
業を再開することがで
きました。市場で働か
れている方々にご来店
いただき、大変喜ばれ
ております。

仙台市宮城野区の海岸
から3km地点にあり、
震災による津波で大き
な被害を受けました
が、震災から2ヶ月後
の5月12日に営業を再
開することができまし
た。現在、地域の復興
のシンボルとなってお
ります。
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千葉・津田沼店（平成23年3月オープン）

デリフランス（ベーカリーカフェ）

ヴィ・ド・フランス（ベーカリーカフェ）

サンエトワール（フレッシュベーカリー）

千葉・千葉みなと店（平成23年10月改装オープン）

千葉・八千代台店（平成23年5月オープン）
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東日本大震災関連

平成23年3月11日に発生した東日本大震災に際しまして、被災地の皆様には
心よりお見舞い申しあげますとともに、一日も早い復興をお祈り申しあげます。
当社グループにおける、緊急食糧供給活動等の取組みについてご報告を申しあげます。

東日本大震災に関するご報告

ができるようになりまし
た。
　おにぎりは、3月19日か
ら子会社の㈱サンデリカの
北陸および関東諸事業所等
で生産した製品を、それぞ
れ陸路により被災地へお届
けしました。
　また、㈱不二家、ヤマザ
キ・ナビスコ㈱、㈱東ハト
等が菓子を寄贈し、避難所
で暮らしている子どもたち
から大変喜ばれました。
　緊急食糧供給活動は、避難所が閉鎖された11月10
日まで継続して行いました。当社グループの主な緊急
食糧の供給数は、パン類1,563万個、おにぎり807
万個、菓子48万個、飲料98万本となりました。

緊急食糧供給活動

　パンは、震災発生当初、生産ラインが停止した仙台
工場の未出荷の製品や、関東・関西諸工場の製品合計
60万個を被災地へ供給しました。その後3月15日から
は、計画停電のない当社の中京・関西諸工場および子会
社の㈱スリーエスフーズ（京都府）で生産した製品を中
心に供給を行いました。各工場で箱詰めされた緊急食
糧は、愛知県の航空自衛隊小牧基地に集められ、自衛
隊の輸送機で宮城県の松島基地まで空輸され、自衛隊
などにより市町村毎の救援物資集積所に運ばれた後、小

学校などの避難所に届けら
れました。仙台工場の復旧
後、4月17日からは、同工
場で生産したパンを全国か
ら集結した当社の従業員が
宮城県内の被災地へ直接お
届けし、より新鮮なパンを
お召しあがりいただくこと

　震災発生直後より、農林水産省や宮城県をはじめとする自治体からの支援要請を受け、当社グループは総力を挙げ
て緊急食糧供給活動を開始しました。関東地区の各工場では、計画停電や断水、交通遮断による物流障害、一部原材
料の調達難など大変困難な状況にありましたが、調達可能な原材料を用いて、製品の品種数を大幅に絞り込み、各部門
毎に緊急事態に即応する生産販売体制を敷き、被災地への食糧供給につとめました。

緊急食糧出荷作業（名古屋工場）

仙台工場から避難所（石巻中学校）に
パンを配送
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　宮城県と南三陸町からの要請を受けて、６月1日から特定非営利活動法人
ワールド・ビジョン・ジャパン（WVJ）が、南三陸町の全ての小・中学校の
学校給食支援活動を実施し、当社グループはその活動に協力しました。
　パンと牛乳は地元の学校給食パン宮城協業組合が供給しましたが、学校給食
用のおかずや弁当は㈱サンデリカが製造し、当社が学校へ配送しました。
　南三陸町では、学校が再開されてもおかずのない簡易給食が続いていました
が、栄養バランスを重視した「おかず給食」は、子どもたちから大変喜ばれま
した。

　当社は、東日本大震災により被災された方の救援と被
災地の復興を支援するため、4月に3億円の寄附金を拠出
し、被災地において救援活動を実施しているWVJおよび
公益財団法人国際開発救援財団（FIDR）の2団体に贈呈
いたしました。9月には更に2億円の寄附金を拠出し、
FIDRに贈呈いたしました。
　また10月1日新発売の食パン「モーニングスター」の売
上の中から1斤につき1円をFIDRに寄附する活動を実施し

ております。12月31日までの「モー
ニングスター」の売上による寄附金額
は、総額1,551万362円となりまし
た。

　このたびの緊急食糧供給活動に対し、農林水産大臣
から感謝状をいただきました。この感謝状は、震災に
際して飲食料品等を提供した企業、団体等に贈呈され
たもので、当社はその貢献が特に顕著であると評価さ
れたことから、12月21日に鹿野農林水産大臣が当社
に来社され、直接感謝状を拝受いたしました。また㈱サ
ンデリカも、同日大臣より感謝状を拝受いたしました。
　なお、当社グループの㈱不二家、ヤマザキ・ナビス
コ㈱、イズヤパン㈱、㈱サンロイヤル旭川、Ｂ－Ｒ
サーティワンアイ
スクリーム㈱にも
感謝状が贈呈され
ました。

鹿野農林水産大臣から
感謝状が贈呈されました

ハムカツ、白身魚フライ、
野菜などが入ったおかず

宮城県南三陸町の学校給食支援活動への協力

寄附金の拠出について 感謝状を拝受いたしました

おかず給食の様子

「モーニングスター」は、英語で
「明けの明星（金星）」を意味します。
日本の光り輝く未来を願って命名しました。
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社会貢献への取組み

仮設住宅に、食糧、衛生用品、家電類等をお届けしました（岩手県山田町）

　当社は、国際社会からの要請に応える社会貢献への取
組みの一環として、開発途上国および自然災害で被災さ
れた人々のよりよい生活の実現を願い、公益財団法人国
際開発救援財団（FIDR）への支援を通じ、国際協力活動
および緊急援助活動を推進しております。

FIDRへの支援
　FIDRは、1990年に当社創業者の故・飯島藤十郎社
主が主たる基本財産を出捐して設立した公益財団法人
です。子どもの未来を育む「チャイルド・ケア」と「日
本企業と日本人による国際協力の推進」をミッション
に掲げ、開発途上国の人々の自立と発展を目的とした
国際協力援助事業と、国内外の緊急援助事業を実施し
ている民間の援助団体です。
　現在は、カンボジアやベトナムを中心に、医療、保
健衛生、教育、農業、収入向上などの分野において、
地域に根ざした支
援活動を行うとと
もに、東日本大震
災の被災地の方々
への復興援助活動
を行っており、当
社はこれらの活動
を積極的に支援し
ております。

FIDRの東日本大震災緊急・復興援助活動
　FIDRは、「必要としている人々に、必要なものを、適
切なタイミングで確実に届ける」ことをめざし、震災発
生直後より各地の災害対策本部や避難所を回り、最新で
確かな情報を得ることにより被災地の方が本当に必要と
しているものを提供することにつとめております。FIDR
の活動は、震災発生直後の岩手県および宮城県の8市町
村の避難所への食糧支援から始まり、その後支援地を岩
手県沿岸部に定め、多彩な活動を実施してまいりました。

●緊急物資支援活動
　岩手県の避難所での生活で衛生管理が問題になった際
には、直ちに石鹸やシャンプー、洗剤等の衛生用品や、
食糧を安全に保管するための冷蔵庫を提供しました。ま
た、仮設住宅に入居された方に対しては、自治体と協議
のうえ、炊飯器、扇風機、掃除機等の家電製品を提供す
るとともに、自宅に戻られて生活されている方にも目を

配り、冬場に備えて
石油ファンヒーター
など生活に必要な物
品を提供しました。

公益財団法人国際開発救援財団（FIDR）への支援

国際協力活動および緊急援助活動を推進しています。
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　当社は、特定非営利活動法人ワールド・ビジョン・ジャパン（WVJ）とFIDRが共催・実施しているヤマザキ「ラブ・
ローフ募金」に協賛し、約5,300の販売店に募金箱を設置しております。これまでの募金はWVJとFIDRを通じてタン
ザニア、モンゴル、ベトナムなどでの国際協力活動に役立てられております。
　また自然災害が発生した際には緊急援助募金活動も行っております。東日本大震災発生後、
3月14日から5月8日までの期間の緊急援助募金活動では8,989万9,496円、5月9日から9
月30日までの期間の復興支援募金活動では3,423万3,198円の募金が集まりました。この募
金は、WVJとFIDRを通じて、現地での緊急援助活動および復興支援活動に有効に活用されて
おります。

ヤマザキ「ラブ・ローフ募金」への協力

　FIDRの援助活動は、当社の支援のほか、FIDRの法
人賛助会員、個人賛助会員など多くの方々のご支援を
受けて実施しております。
　FIDRの活動、支援など詳細につきましては、下記の
ホームページで紹介しております。

http://www.fidr.or.jp/

●仮設保育園の開設を支援
　津波で被害を受けた岩手県沿岸部の保育園は、小学校
や公民館などを借りて臨時の保育園としておりましたが、
年齢に応じた保育活動は難しく、適切な保育が受けられ
ない状況でした。FIDRは、一日も早く適切な保育活動
が回復できるよう、宮古市の津軽石保育所と田老保育
所、岩泉町の小本保育園の仮設園舎の建設および保育に
必要な各種備品の配備を支援しました。田老保育所の建
設については、地元の建設会社に依頼し県産材を使用す
ることで、地域の経済復興にも貢献しました。

●無料バスの運行を支援
　交通の便が悪い仮設住宅に入
居されている方や、自家用車を
失ってしまった方のために、岩
手県山田町において、無料バス
の運行を支援しております。
FIDRが山田町にマイクロバス
を提供し、山田町社会福祉協議会が運行を行っておりま
す。無料バスの運行により、どなたでもスーパーマーケ
ットや銀行などへ行くことができるようになり、被災さ
れた方々の暮らしを支える一助となっております。バス
の車内では会話がはずみいつも笑顔が絶えず、知人の方
との交流の機会も増え、コミュニケーションの場として
も役立っております。

たくさんの方に利用されております

津 軽 石 保 育 所 の 園 児 た ち 
から似顔絵つきの感謝状を 
いただきました（9月1日完工）

田老保育所（9月20日完工）
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財務諸表（連結）

連結貸借対照表（要旨）　　　　　　　　　 	 （単位：百万円）

連結損益計算書（要旨）　　　　　　　　　  	（単位：百万円）

科　目 当期末
平成23年12月31日現在

前期末
平成22年12月31日現在

増　減

資産の部
流動資産 203,930 204,325 △395
固定資産 429,927 434,022 △4,094
　有形固定資産 295,934 296,710 △776
　無形固定資産 31,632 32,989 △1,356
　投資その他の資産 102,360 104,322 △1,961
資産合計 633,858 638,348 △4,490
負債の部
流動負債 219,731 219,468 263
固定負債 161,737 171,744 △10,007
負債合計 381,469 391,212 △9,743
純資産の部
株主資本 225,381 220,578 4,803
　資本金 11,014 11,014 ─
　資本剰余金 9,676 9,675 0
　利益剰余金 205,414 200,562 4,851
　自己株式 △722 △673 △49
その他の包括利益累計額 6,544 7,089 △545
少数株主持分 20,462 19,466 995
純資産合計 252,388 247,135 5,253
負債純資産合計 633,858 638,348 △4,490
（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

科　目
当　期

平成23年	1	月	1	日から
平成23年12月31日まで

前　期
平成22年	1	月	1	日から
平成22年12月31日まで

増　減

売上高 932,794 928,242 4,552
売上原価 591,633 584,530 7,103
売上総利益 341,160 343,711 △2,551
販売費及び一般管理費 312,483 316,720 △4,236
営業利益 28,677 26,991 1,685
営業外収益 3,552 3,851 △299
営業外費用 2,603 3,284 △680
経常利益 29,625 27,559 2,066
特別利益 110 329 △219
特別損失 8,886 3,890 4,996
税金等調整前当期純利益 20,849 23,998 △3,148
法人税、住民税及び事業税 12,892 11,031 1,861
法人税等調整額 △893 △1,073 179
法人税等合計 11,998 9,957 2,041
少数株主損益調整前当期純利益 8,850 14,040 △5,189
少数株主利益 826 1,316 △489
当期純利益 8,023 12,724 △4,700
（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

貸借対照表のポイント

震災関連費用に加え、会計処理基準の変更に伴う資産除去債務過年度
分を特別損失に計上したことや、法人税率引き下げに伴い繰延税金資産
を取り崩したことにより、前期比36.9％の減益となりました。実質の前
期比は32.6%の減益となります。

損益計算書のポイント

現金及び預金が借入金の返済等により25億18百万円減少したこと
もあり、流動資産合計で3億95百万円減少し、2,039億30百万円と
なりました。

株式市場の低迷により投資有価証券が減少したこと等により19億
61百万円減少し、1,023億60百万円となりました。

投資その他の資産

借入金の約定返済等により、負債合計は97億43百万円減少し、
3,814億69百万円となりました。

負債合計

利益剰余金が48億51百万円、少数株主持分が9億95百万円それぞ
れ増加したことにより、純資産合計は52億53百万円増加し、2,523
億88百万円となりました。

純資産合計

流動資産

有形固定資産は、品質向上のための生産設備の更新等を実施しまし
たが、償却が進んだこともあり７億76百万円減少し、無形固定資産
も、のれんの償却等により13億56百万円減少し、有形・無形固定
資産合計は3,275億67百万円となりました。当期の設備投資額は、
390億30百万円、減価償却実施額は403億41百万円であります。

パン類や調理パン・米飯類等が伸長したこともあり、前期比0.5％の増
収となりました。実質の前期比は3.1%の増加で、276億70百万円の増
収となります。

売上高

広告・販促関連費用が減少したこともあり、前期比6.2％の増益となりま
した。実質の前期比は11.7%の増益となります。

対前期増減額については、不二家グループの決算期変更に伴い同グルー
プの15ヶ月間の連結業績を組み入れた前期との比較になっております。
以下の説明では、不二家グループの12ケ月間の連結業績に組み換えたう
えで実質的な前期比較を行い、参考として記載しております。

営業利益

売上高経常利益率3.2％、金融収支の改善等により前期比7.5％の増益
となりました。実質の前期比は14.3%の増益となります。

経常利益

当期純利益

有形・無形固定資産
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連結キャッシュ・フロー計算書（要旨） 　　　   （単位	：	百万円）

科　目
当　期

平成23年	1	月	1	日から
平成23年12月31日まで

前　期
平成22年	1	月	1	日から
平成22年12月31日まで

増　減

営業活動によるキャッシュ・フロー 56,961 59,394 △2,432

投資活動によるキャッシュ・フロー △33,528 △30,526 △3,001

財務活動によるキャッシュ・フロー △27,828 △8,640 △19,188

現金及び現金同等物に係る換算差額 △42 △53 10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,438 20,174 △24,612

現金及び現金同等物の期首残高 75,296 52,917 22,379

新規連結に伴う
現金及び現金同等物の増加額 85 2,204 △2,119

現金及び現金同等物の期末残高 70,943 75,296 △4,353

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本 その他の包括利益累計額
少数株主
持　　分

純資産
合　計資本金 資本剰余金利益剰余金 自己株式 株主資本

合　　計
その他有価証券
評 価 差 額 金

繰延ヘッジ
損　　　益

為替換算
調整勘定

その他の包括利益
累 計 額 合 計

平成22年12月31日残高 11,014 9,675 200,562 △673 220,578 7,391 △7 △294 7,089 19,466 247,135

当期変動額
　剰余金の配当 ─ ─ △3,294 ─ △3,294 ─ ─ ─ ─ ─ △3,294

　当期純利益 ─ ─ 8,023 ─ 8,023 ─ ─ ─ ─ ─ 8,023

　自己株式の取得 ─ ─ ─ △51 △51 ─ ─ ─ ─ ─ △51

　自己株式の処分 ─ 0 ─ 2 2 ─ ─ ─ ─ ─ 2

　連結子会社の増加等に伴う
　利益剰余金の増加 ─ ─ 121 ─ 121 ─ ─ ─ ─ ─ 121

　株主資本以外の項目の
　当期変動額（純額） ─ ─ ─ ─ ─ △551 4 1 △545 995 450

当期変動額合計 ─ 0 4,851 △49 4,803 △551 4 1 △545 995 5,253

平成23年12月31日残高 11,014 9,676 205,414 △722 225,381 6,840 △2 △292 6,544 20,462 252,388

連結株主資本等変動計算書 （平成23年1月1日から平成23年12月31日まで） 　　　　　　　　　　　　　　　   （単位	：	百万円）

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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財務諸表（単体）

貸借対照表（要旨）　　　　 　　　　　（単位：百万円） 損益計算書（要旨）　　　  　　　　　   （単位：百万円）

科　目 当期末
平成23年12月31日現在

前期末
平成22年12月31日現在

増　減

資産の部
流動資産 113,900 116,070 △2,170
固定資産 330,920 339,095 △8,174
　有形固定資産 190,703 193,669 △2,966
　無形固定資産 8,993 8,719 273
　投資その他の資産 131,224 136,706 △5,481
資産合計 444,821 455,165 △10,344
負債の部
流動負債 131,729 131,967 △237
固定負債 90,269 101,704 △11,435
負債合計 221,999 233,672 △11,673
純資産の部
株主資本 215,795 213,930 1,865
　資本金 11,014 11,014 ─
　資本剰余金 9,676 9,675 0
　利益剰余金 195,827 193,913 1,913
　自己株式 △722 △673 △49
評価・換算差額等 7,026 7,563 △536
純資産合計 222,822 221,493 1,328
負債純資産合計 444,821 455,165 △10,344
（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

科　目
当　期

平成23年	1	月	1	日から
平成23年12月31日まで

前　期
平成22年	1	月	1	日から
平成22年12月31日まで

増　減

売上高 620,945 615,151 5,793

売上原価 425,600 422,459 3,141

売上総利益 195,345 192,692 2,652

販売費及び一般管理費 176,496 176,216 280

営業利益 18,848 16,476 2,372

営業外収益 3,797 3,765 32

営業外費用 1,411 1,913 △501

経常利益 21,234 18,328 2,906

特別利益 2 181 △178

特別損失 4,340 1,439 2,901

税引前当期純利益 16,896 17,070 △173

法人税、住民税及び事業税 8,838 7,808 1,030

法人税等調整額 2,850 209 2,641

当期純利益 5,208 9,052 △3,844

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本 評価・換算
差  額  等

純資産
合　計資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合　　計資　本

準備金
そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合　　　計

利　益
準備金

その他利益剰余金 利　益
剰余金
合　計

そ  の  他
有 価 証 券
評価差額金

配当準備
積 立 金

退職給与
積 立 金

圧縮記帳
積 立 金

別　途
積立金

繰越利益
剰 余 金

平成22年12月31日残高 11,014 9,664 11 9,675 2,753 6 500 565 180,180 9,909 193,913 △673 213,930 7,563 221,493
当期変動額
　剰余金の配当 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ △3,294 △3,294 ─ △3,294 ─ △3,294
　圧縮記帳積立金の積立 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 47 ─ △47 ─ ─ ─ ─ ─
　圧縮記帳積立金の取崩 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ △2 ─ 2 ─ ─ ─ ─ ─
　別途積立金の積立 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 5,800 △5,800 ─ ─ ─ ─ ─
　当期純利益 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 5,208 5,208 ─ 5,208 ─ 5,208
　自己株式の取得 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ △51 △51 ─ △51
　自己株式の処分 ─ ─ 0 0 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 2 2 ─ 2
　株主資本以外の項目の
　当期変動額（純額） ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ △536 △536

当期変動額合計 ─ ─ 0 0 ─ ─ ─ 44 5,800 △3,930 1,913 △49 1,865 △536 1,328
平成23年12月31日残高 11,014 9,664 11 9,676 2,753 6 500 609 185,980 5,978 195,827 △722 215,795 7,026 222,822

株主資本等変動計算書 （平成23年1月1日から平成23年12月31日まで） 　　　　　　　　 　　　　　　　　　   （単位	：	百万円）

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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YAMAZAKI インフォメーション

～ヤマザキ「春のパンまつり」～
“白いモーニングボウル”プレゼント！

　当社ホームページ
では、投資家の皆様
向けの「決算・IR情
報」をはじめ、製品
情報や季節のレシピ
など様々な情報を公
開しています。

　携帯電話版ホームページであるモバイルサイト「ラン
チパックＣＬＵＢ」は、「新商品紹介」、「発売中の商品ラ
インナップ紹介」とメンバー限定コンテンツで構成され
ています。メンバー限定コンテンツ
は、開発秘話などが掲載されている

「ココだけの話」、「ランチパック」の
隠された秘密が読める「ランチパッ
クのヒミツ」、メンバーからのコメン
トやアイディアを募集する「ランチ
パック研究室」、楽しい「待受画像の
ダウンロード」など、「ランチパック」
をよりおいしく楽しんでいただける
内容となっております。

ホームページのご案内

モバイルサイト　　　　　　  のご案内

http://www.yamazakipan.co.jp/

http://yamazakipan.net

　平成24年2月1日（水）
から4月30日（月）までの
期間、ヤマザキ「春のパン
まつり」を実施しておりま
す（北海道地区は3月1日

（木）から5月31日（木）ま
での期間）。
　対象商品に貼付された
点数シール20点につき 

“白いモーニングボウル”
をかならず１枚プレゼント
いたします。
　詳しくは、店頭のシール
台 紙 ま た は 当 社 ホ ー ム
ページ等をご覧ください。

“ちょっと深 めで 使 いやすい！” 
使い方いろいろ“白いモーニング 
ボウル”をプレゼント！

　株主様の日頃のご
支援にお応えするた
め、毎年12月31日現
在の株主様（ご所有
株式数1,000株以上）
に対し、市価3,000
円相当の自社製品の
詰め合わせを毎年4月
にお届けいたします。

株主優待情報

※写真は本年4月にお届けする予定のものです。
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株式の状況

役員・従業員

株式の状況

役員 従業員

大株主（上位10名） 

株式分布状況
●所有者別発 行 可 能 株 式 総 数 800,000,000株

発 行 済 株 式 総 数 220,282,860株

株 主 総 数 11,708名
（前期末比901名減）

連 結 24,304名
（男性19,607名、女性4,697名）

当 社 16,450名
（男性13,681名、女性2,769名）

株 主 名 持株数（株） 持株比率（％）

飯島興産株式会社 15,108,895 6.8

財団法人飯島記念食品科学振興財団 12,500,000 5.6

株式会社日清製粉グループ本社 11,062,343 5.0

三菱商事株式会社 9,849,655 4.4

住友商事株式会社 9,355,000 4.2

丸紅株式会社 8,165,880 3.7

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 7,636,000 3.4

明治安田生命保険相互会社 6,501,500 2.9

日本興亜損害保険株式会社 5,557,396 2.5

飯島　和 4,494,000 2.0

その他の法人
39.2%
（173名／
86,393千株）

金融機関
31.4%
（60名／
69,239千株）

 個人・その他
19.4%
（11,149名／
42,719千株）

100万株以上
73.4%
（43名／
161,605千株）

 証券会社 0.2%（30名／481千株）

 外国人    9.8%（296名／21,448千株）

 1,000株未満 0.3%（2,507名／604千株）

 1万株以上 4.2%（392名／9,248千株）

 1,000株以上 7.1%（8,666名／15,708千株）

 10万株以上   15.0%（100名／33,116千株）

●所有株数別

（平成23年12月31日現在）

（平成23年12月31日現在）

代表取締役社長 飯島　延浩
取締役副社長 山田　憲典
専 務 取 締 役 吉田　輝久
専 務 取 締 役 丸岡　　宏
常 務 取 締 役 横濱　通雄
常 務 取 締 役 今野　　浩
常 務 取 締 役 飯島　幹雄
常 務 取 締 役 会田　正久
常 務 取 締 役 山本　和明
取 締 役 関根　　治

取 締 役 佐藤　　卓
取 締 役 大本　一弘
取 締 役 荘司　芳和
取 締 役 園田　　誠
取 締 役 犬塚　　勇
常 勤 監 査 役 有泉　　厚
常 勤 監 査 役 山崎　晶男
常 勤 監 査 役 松田　道弘
監 査 役 村上　宣道
監 査 役 齋藤　昌男
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伊勢崎

十和田
仙台
埼玉
古河
杉並
松戸
千葉
武蔵野
横浜第二
横浜第一
安城・
安城冷生地事業所
名古屋

大阪第二
阪南

広島
福岡
熊本

岡山
京都

大阪第一
神戸冷生地事業所

札幌

新潟

グループ概要（平成23年12月31日現在）

重要な子会社

本 社 東京都千代田区岩本町３-10-１
武蔵野工場 東京都東久留米市柳窪２-５-14
杉 並 工 場 東京都杉並区高井戸西３-２-30
千 葉 工 場 千葉県千葉市美浜区新港22
松 戸 工 場 千葉県松戸市南花島向町319
横浜第一工場 神奈川県横浜市戸塚区上柏尾町15
横浜第二工場 神奈川県横浜市都筑区東方町188
埼 玉 工 場 埼玉県所沢市坂之下85
古 河 工 場 茨城県古河市丘里７
伊勢崎工場 群馬県伊勢崎市粕川町1801
仙 台 工 場 宮城県柴田郡柴田町槻木白幡２-９-１
新 潟 工 場 新潟県新潟市江南区二本木４-12-８
十和田工場 青森県十和田市稲生町１-13
札 幌 工 場 北海道恵庭市恵南10-１

名古屋工場 愛知県名古屋市西区玉池町36
安 城 工 場 愛知県安城市二本木新町２-１-３
大阪第一工場 大阪府吹田市幸町29-１
大阪第二工場 大阪府松原市三宅東２-1835-５
阪 南 工 場 大阪府羽曳野市広瀬161
京 都 工 場 京都府宇治市槇島町目川100
岡 山 工 場 岡山県総社市井尻野800
広 島 工 場 広島県広島市安佐北区大林２-３-１
福 岡 工 場 福岡県古賀市古賀69
熊 本 工 場 熊本県宇城市松橋町浦川内2388
安城冷生地事業所 愛知県安城市二本木新町２-１-３
神戸冷生地事業所 兵庫県神戸市西区高塚台６-19-１
海外駐在員事務所 米国、パリ、台北、上海

会社名 資本金（百万円）　当社の議決権比率（％） 主要な事業内容

株式会社不二家 18,280 51 洋菓子、チョコレート、キャンディ、クッキー等の製造及び販売
株式会社サンデリカ 1,000 100 調理パン、米飯類等の製造及び販売
ヤマザキ・ナビスコ株式会社 1,600 80 ビスケット、スナック等の製造及び販売
株式会社ヴィ・ド・フランス 480 100 ベーカリーカフェの経営
株式会社東ハト 2,168 95 ビスケット、スナック等の製造及び販売
株式会社イケダパン 1,250 80 パン、和・洋菓子、米飯類等の製造及び販売
ヴィ・ド・フランス・ヤマザキ,Inc．（米国） 5,000千US＄ 100 ベーカリー製品の製造及び販売並びにベーカリーカフェの経営
株式会社ヴイ・ディー・エフ・サンロイヤル 236 100 パン用冷凍生地の製造及び販売並びにインストアベーカリーの経営
株式会社岡山イワミ食品 100 100 調理パン、米飯類等の製造及び販売
株式会社スリーエスフーズ 480 100 パンの製造及び販売
株式会社サンキムラヤ 480 100 パン、和・洋菓子、米飯類等の製造及び販売
株式会社高知ヤマザキ 30 100 パン、和・洋菓子等の製造及び販売
株式会社末広製菓 100 100 米菓、調理パン、米飯類等の製造及び販売
株式会社デイリーヤマザキ 2,160 100 コンビニエンスストア事業
株式会社ヤマザキ物流 300 100 物流事業
株式会社サンロジスティックス 380 100 物流事業
株式会社ヤマザキエンジニアリング 80 100 食品製造設備の設計、監理及び工事の請負

（注）1.		㈱岡山イワミ食品は、㈱サンデリカの子会社（議決権比率100％）であり、当社の議決権比率は間接所有割合であります。
　　	2.		㈱サンロジスティックスは、当社と㈱ヤマザキ物流がそれぞれ50%ずつ出資しており、当社の議決権比率は間接所有を含む割合であります。
　　	3．連結子会社は、上記重要な子会社17社を含む27社であります。

事業所一覧
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株主メモ

株式に関するお手続き
●	株式に関する各種お手続き（住所変更、単元未満株式の買増請求・買取請求、配当金受領方法の指定など）は、株主様が口座を
開設されている証券会社にてお取扱いしております。詳しくは、お取引の証券会社にお問い合わせください。

●	株券電子化実施前に証券保管振替制度を利用されていなかった株主様の株式につきましては、特別口座で管理されております。
特別口座に関する各種お手続き（証券会社の口座への振替（※）、住所変更、単元未満株式の買増請求・買取請求、配当金受領
方法の指定など）は、中央三井信託銀行にてお取扱いいたします。

　（※）証券会社の口座への振替について
	　特別口座では株式の売買を行うことはできません。売買を行う場合は証券会社の口座に株式を振り替えてください。

	 		・証券会社の口座をお持ちでない株主様は、あらかじめ証券会社で口座開設をしてください。
	 		・単元未満株式の買増請求・買取請求につきましては、特別口座のまま行うことができます。

●	未払配当金のお受取りにつきましては、株主名簿管理人である中央三井信託銀行にてお取扱いいたします。
●	配当金のお支払いの際に送付しております「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねておりま
す。確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用いただくことができます。確定申告をなさる株主様は、大切に保管ください。	
なお、株式数比例配分方式をご選択いただいている株主様につきましては、源泉徴収税額の計算は証券会社等にて行われます。
確定申告を行う際の添付資料につきましては、お取引の証券会社にご確認をお願いします。

中央三井信託銀行㈱は、平成24年4月1日をもって、住友信託銀行㈱、中央三井アセット信託銀行㈱と合併し、三井住友信託銀行㈱と
なります。上記事務取扱所の住所、電話番号の変更はございません。

事 業 年 度 毎年1月1日から12月31日まで

期末配当の基準日 毎年12月31日

定時株主総会 毎年3月

定時株主総会の基準日 毎年12月31日

株主名簿管理人 東京都港区芝三丁目33番1号
中央三井信託銀行株式会社

同事務取扱所 中央三井信託銀行株式会社　証券代行部
〒168-0063　東京都杉並区和泉二丁目8番4号	（証券代行事務センター）
電話　0120-78-2031（フリーダイヤル）

公 告 方 法 電子公告によるものとし、当社のホームページ（http://www.yamazakipan.co.jp/ir/koukoku/）
に掲載します。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない
場合は、日本経済新聞に掲載します。

株 式 の 上 場 東京証券取引所市場第１部
大阪証券取引所市場第１部
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