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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期事業年度の中間報告書をお届けするにあたり、一言ご
挨拶申しあげます。
　当第2四半期（平成23年1月1日から平成23年6月30日まで）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被害は、当社グループの事業に大きな影
響を及ぼしました。当社の仙台工場は、地震の被害により操業不能となりましたが、一方
では、地震発生直後より農林水産省や地方自治体から被災地への緊急食糧供給の要請があ
り、当社グループの総力を挙げてこれに取り組みました。
　この度の大震災では、原材料供給メーカーの被災により一部の原材料が調達できなくな
り、また、東京電力管内で実施された計画停電の影響により減産を余儀なくされ、多量の製
品ロスが発生しました。また、店頭では消費者の買い占め行動も見られ、食品売場が品薄状
態となり、各チェーンからの発注が当社の生産能力を遙かに超えた通常の２倍近い大量注文
となりました。これらの状況に対処するため、当社は、調達可能な原材料を用い、計画停電
に対処しつつ、製品の品種数を1,800品から164品へと大幅に削減し、配送体制を一日2
便から1便へと変更するなど、各部門毎に緊急事態に対応する生産販売体制に移行し、通常
製品と緊急食糧の供給につとめました。これらの結果、震災対応として実施した品種数の絞
込みは、生産性向上とロスの削減をもたらし、配分・配送等物流業務の効率化とともに販売
促進費を削減することができ、業績の確保につながりました。
　当第2四半期の連結業績につきましては、前期に実施した不二家の決算期変更に伴い、対
前年同期比較では売上高で237億円、営業利益で13億円のマイナスの影響がありました
が、これらの影響を考慮した実質面では増収を確保し、公表の業績予想値を上回ることがで
きました。
　下期につきましては、原材料価格の上昇によって収益が圧迫される厳しい経営環境が予
測されますが、当社は主原料の小麦粉の値上がりを受けて、7月1日からパン類を中心に製
品の値上げを実施するとともに、新規技術を活用した規格改定を実施し品質の向上をはか
りました。今後、市場動向を注視しつつ、品質面で優位性のある製品を提供することによ
り着実に売上の確保をはかるとともに、品種数の削減による生産面・物流面の効率化を推
進し、販売促進費を適正な水準に管理してまいります。更に、内部管理体制の充実と業務
の効率化につとめ、着実な業績の向上をはかっ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23年8月

代表取締役社長　　　　　　　　　　　
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事業の概要

当第2四半期の事業の概況

　当第2四半期におけるわが国経済は、3月11日に発生
した東日本大震災の地震と津波の被害による原材料供
給網の寸断や電力不足により経済活動が急激に落ち込
み、原発事故の影響で消費者の購買行動に大きな変化
が生じましたが、原材料供給網の復旧に伴い、生産面か
ら持直しの動きが広がってまいりました。
　パン業界におきましては、お客様の節約志向が更に

強まり販売競争が激化する中、砂糖、卵等原材料価格
の高騰や震災関連費用の発生もあり、収益が圧迫され
る厳しい経営環境となりましたが、パン業界では東日
本大震災の地震と津波により大きな被害を被った中、
農林水産省や地方自治体からの要請を受けて、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。
　このような情勢下にありまして、当社グループは、
一部原材料の供給不能と計画停電の実施に対処するた
め、1,800品あった製品の品種数を164品に絞り込み、
日常の生産販売体制の効率化をはかるとともに、東日
本大震災の被災地や原発事故の避難所に対する緊急食
糧の供給に当たってまいりました。東日本大震災発生
以来、5ヶ月余りとなりますが、当社グループは、6月
末現在でパン類1,364万個、おにぎり632万個を供給
いたしました。
　震災の影響につきましては、地震による設備の損傷
や断水、停電により当社仙台工場の生産ラインが停止
しましたが、当社グループは総力を挙げて復旧につと
め、震災発生から12日後の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。この間、生産活動を停止した仙台工場
の機能を補うため、新潟工場、関東諸工場、更には関
西諸工場から製品供給を実施し、仙台工場はこれらの
工場からの製品供給を受けて販売活動並びに被災地へ
の緊急食糧の供給に集中して努力いたしました。また、
㈱サンデリカの仙台第一事業所も大きな被害を受け、
再稼働まで2ヶ月を要しましたが、その間、北陸事業所
でおにぎりの集中生産を行うなど、関東地区や関西地
区の事業所からも製品の供給を行い、被災地への緊急

売上高

4,608億 48百万円

（対前年同期比.97.7%）

営業利益

155億 51百万円

（対前年同期比.91.8%）

経常利益

158億 10百万円

（対前年同期比.90.7%）

四半期純利益

37億 54百万円

（対前年同期比.48.5%）

当第2四半期における連結業績の概況
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食糧供給につとめました。一方、原材料メーカーの被
災に伴う一部原材料の供給不能と東京電力管内で実施
された計画停電の影響により、関東地区の工場では減
産と製品ロスの発生を余儀なくされましたが、調達可
能な原材料を用いて製品の品種数を大幅に削減するな
ど、各部門毎に緊急事態に対応する生産販売体制に移
行し製品供給につとめました。震災対応として実施した
1,800品から164品への品種数の絞込みは、生産ライ
ンの生産性向上とロスの削減をもたらし、配分･配送等
物流業務の効率化をはかるとともに販売促進費を削減
することができ、業績の確保につながりました。その後、
原材料メーカーの復旧と計画停電の終了に伴い休止製
品を徐々に再開しましたが、品種数の増加を抑制し、効
率的な生産販売体制を維持するようつとめております。
　また、ヤマザキ「春のパンまつり」につきましては、
震災後3月18日から一旦休止しましたが、4月25日か
らヤマザキ「白いお皿プレゼント」キャンペーンとし
て再開し、これを活用した売上拡大をはかりました。
　当第2四半期の業績につきましては、売上高は4,608

億48百万円（対前年同期比97.7％）、営業利益は155
億51百万円（対前年同期比91.8％）、経常利益は158
億10百万円（対前年同期比90.7％）となり、前年同期
において、不二家グループの決算期変更に伴い、同グ
ループの9ヶ月間（平成21年10月1日から平成22年6
月30日まで）の連結業績を組み入れたこともあり、前
年同期を下回る結果となりました。四半期純利益は、
製品、原材料の廃棄損や仙台工場の復旧費用など震災
関連費用の発生に加え、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により、
37億54百万円（対前年同期比48.5％）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。】

通期の見通し

　今後の見通しといたしましては、わが国経済は、震
災による景気悪化を乗り越えて立ち直りつつあり、今
後、復旧・復興需要の押し上げもあり、生産面を中心

事業の概要

売上高 営業利益
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売上高 営業利益
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に力強く回復することが期待されますが、個人消費の
回復にはしばらく時間を要するものと思われます。
　当業界におきましては、4月に輸入小麦の政府売渡
価格が平均18％引き上げられたことに伴い、主原料の
小麦粉の値上げが実施され、また、油脂、砂糖、卵等
の価格が上昇しており、収益が圧迫される厳しい経営
環境が続くものと予測されます。
　このような状況下にありまして、当社は、7月1日出
荷分から、食パンは対象製品平均で約7％、菓子パン
及び和洋菓子は対象製品平均で約5％の値上げを実施
するとともに、新規技術を活用した規格改定を実施し
品質の向上をはかりました。今後、市場動向を注視し
つつ、主力製品の品質改善によりヤマザキブランドの
取扱い拡大につとめるとともに、低価格帯においても
品質面で優位性のある製品を提供することにより隙の
ない製品戦略を展開し、着実に売上の確保をはかって
まいります。また、品種数の削減により生産面・物流
面の効率化を推進し人件費の抑制とロスの低減をはか
るとともに、品質訴求活動を中心に販売促進費の有効

活用をはかり適正な水準に管理してまいります。
　更に、引き続き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に積極的に取り組み、内部
管理体制の充実と業務の効率化をはかり、業績の向上
をめざしてまいります。

売上高	 9,290億円 （対前期比.100.1%）

営業利益	 280億円 （対前期比.103.7%）

経常利益	 290億円 （対前期比.105.2%）

当期純利益	 90億円 （対前期比...70.7%）

通期の連結業績見通し

当期純利益につきましては、震災関連費用や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もあり、前期を下回る見通しです。
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セグメント別の状況

食品事業
　食品事業におきましては、東日本大震災の影響により、一
部原材料の調達難による主力製品の一部生産休止や計画停
電による減産など厳しい状況となりましたものの、品質面・
価格面において競争力のある製品が売上を牽引しました。
　食パンでは「芳醇」が大きく伸長するとともに、菓子パン
ではヤマザキ菓子パンなどの定番製品が伸長しました。調
理パン・米飯類部門では、㈱サンデリカが昨年末から進め
ている西日本地区での事業拡大が順調に軌道に乗り、前年
同期の売上を大きく上回りました。

　食パンは、主力の「芳醇」と「ふんわり食パン」を中
心に売上の確保をはかってまいりました。しかしながら、
震災の影響により原材料の調達に支障が生じ、主力の「ダ
ブルソフト」などの一時休止が大きく影響し、製品数を
大幅に絞り込んだ結果、売上は前年同期を下回りました。

第61期 第62期 第63期 第64期
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売上高（第2四半期）（百万円）

食パン部門　売上高487億40百万円（対前年同期比 99.3%）

売上高4,249億20百万円（対前年同期比 102.4%）
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424,920

売上高（第2四半期）

第61期 第62期

370,748

415,779

第63期

415,100

第64期

前第2四半期には、不二家グループの決算期変更に伴い、同グループの平成21年10月1日から平成22年6月30日までの9ヶ月間の連結業績を組み入れ
ておりましたが、当第2四半期は同グループの平成23年1月1日から平成23年6月30日までの6ヶ月間の連結業績を組み入れております。セグメント別の
状況中、売上高の前年同期比較につきましては、同グループの平成22年1月1日から平成22年6月30日までの連結業績に組み換えて比較しております。

92.2%

7.0%

売上高構成比
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菓子パン部門　売上高1,597億30百万円（対前年同期比 102.4%）

和菓子部門　売上高320億92百万円（対前年同期比 101.3%）

　菓子パンは、ヤマザキ菓子パンシリーズ、「まるごとソーセー
ジ」、「ナイススティック」などの定番製品や「スイートブール」
などの手作り感のある菓子パンが伸長しました。「ランチパック」
シリーズにつきましては、原材料の調達難による一部製品の休
止の影響がありましたが、ピーナッツ、たまご、ツナマヨネーズ
の主力３品を集中的に拡販し、売上は回復傾向となりました。

　和菓子は、「北海道チーズ蒸しケーキ」などの蒸しパン
や「ブッセ」などの焼菓子が伸長するとともに、「ホット
ケーキサンド」が売上増に寄与しました。
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32,000

30,000

28,000

33,036 33,703

31,689 32,092

売上高（第2四半期）（百万円）
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　洋菓子は、量販店向けの2個入り生ケーキや「大きな
ツインシュー」などのシュークリームが伸長するととも
に、「イチゴスペシャル」などのスナックケーキが伸長し
ました。

　調理パン・米飯類は、関西地区及び四国地区における
コンビニエンスストア向けの弁当、おにぎりの取引が大
幅に拡大するなど、売上は好調に推移しました。
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洋菓子部門　売上高562億4百万円（対前年同期比 101.7%）
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調理パン・米飯類部門　売上高514億17百万円（対前年同期比 107.6%）

セグメント別の状況
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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、たばこの値上げに伴う客単価の上昇や震災後の需
要増もあり、営業総収入は増加しました。震災の影響で、仙
台エリアを中心に多数の店舗が休店となりましたが、物流機
能の回復につとめ全店の営業を再開しました。収益面では、
POSレジスター刷新に伴うリース料の増加や会計処理基準
の変更による資産除去債務費用の増加もあり、営業損失と
なりました。

0

24,000

27,000

30,000

33,000
（百万円）

売上高（第2四半期）

第61期 第62期

27,663

29,302

第64期

32,214

第63期

30,119

92.2%

7.0%
売上高構成比

売上高322億14百万円（対前年同期比 107.0%）

10.6%

34.6%

7.0%

12.2%

11.2%

16.6%製菓・米菓・その他商品類部門　売上高767億35百万円（対前年同期比 102.0%）

　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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東日本大震災関連

　調理パン・米飯類事業の子会社である㈱サンデ
リカは、仙台第一事業所の建物が損傷して操業停
止となりましたが、5月16日に復旧稼働しました。
また、㈱デイリーヤマザキは、店舗の浸水、設
備・什器等の破損に加え、停電・断水や物流・通
信の途絶もあり、仙台エリアを中心に多数の店舗
が一時休店となりましたが、物流機能の回復につ
とめ、ライフラインの復旧に伴い、順次営業を再
開しました。その他の関係会社につきましては、
工場の製造設備等
の一部や店舗等に
被害がありました
が、早期に復旧する
ことができました。

　東北地域における主力の仙台工場の建屋および機械装置の
一部が損傷し、また、停電・断水となり、全ての生産ラインが
停止しました。当社グループの総力を挙げた懸命の復旧作業
と、電気・水道等の回復により、3月23日より食パンと菓子パ
ンラインの操業を再開し、4月4日には全てのラインが稼働い
たしました。十和田工場および関東地区の各工場につきまし
ては、地震発生当日、生産ラインが停止しましたが、工場設
備に大きな損害はなく、早期に復旧することができました。

■当社工場の状況 ■グループ会社の状況

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、被害・復旧状況および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

主な被害・復旧状況

仙台工場内での対策会議（３月13日） 緊急食糧の出荷作業（名古屋工場）
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をお届けしております。
　おにぎりは、3月19日から
㈱サンデリカの北陸事業所、
その後、同社の関東3事業所
（平塚、千葉第二、小山の各
事業所）および郡山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ております。
　また、㈱不二家、ヤマザキ・ナビスコ㈱、㈱東ハト等
が菓子を供給し、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。
　当社グループの6月30日までの主な緊急食糧の供.

給数は、パン類
1,364万個、
おにぎり632
万個、菓子48
万個となりま
した。

■パン・おにぎり等を供給

　震災発生直後より、農林水産省および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、一部の原材料が逼迫する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と通常製品
の安定供給につとめました。

　パンは、3月13日から、計画停電のない当社の中京・
関西7工場（名古屋、安城、大阪第一、大阪第二、京都、
阪南、岡山の各工場）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がで

きるようになりまし
た。宮城県石巻市の各
避難所や、気仙沼市、
女川町などの救援物資
集積所には、全国の工
場から集結した当社の
従業員が当社の配送車
両を使用して毎日パン

緊急食糧供給活動

輸送機への積み込み準備（航空自衛隊小牧基地）
救援物資集積所にパンを配送（石巻運動公園）

緊急食糧を輸送する配送車両
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東日本大震災関連

　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、宮城県庁と南三陸町からの要請を受けて南三陸町の全ての
小・中学校の学校給食支援活動を実施しており、当社グループはその活
動に協力しております。
　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ておりますが、
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
しております。
　南三陸町では、津波の被害が大きく、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。栄
養バランスを重視した「おかず給
食」の供給は、子どもたちから大
変喜ばれております。

　当社は、東日本大震災により被災された方への救援と被災地の復興を支
援するため、3億円の寄附金を拠出しました。
　この寄附金は、被災地の復興支援に迅速に役立てていただくため、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。
　当社は、従来から社会貢献の取組みとして支援してきた両団体の活動を
通じて、被災地の救援・復興を支援してまいります。

寄附金贈呈式（4月28日）

寄附金の拠出について

■宮城県南三陸町の学校給食支援活動への協力

おかず給食の支援に向けて、メニューの打ち合
わせをする宮城県庁、宮城県学校給食センター、
WVJ、当社、㈱サンデリカのスタッフ

おかず給食の様子

ハンバーグやフライドポテト、
野菜が入ったおかず

焼銀鮭や煮物など
栄養バランスを重視した弁当
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仮設住宅に家電製品を供給
（岩手県山田町）

　FIDRは、これまで中国四川大地震、インドネシア・スマトラ沖地震をはじめ、ベトナムやカンボジアの洪
水や台風などの災害に対して緊急援助を実施してまいりましたが、昨年公益財団法人への移行の際に事業目
的を追加し、日本国内の自然災害にも対応するようになりました。現在、FIDRは海外での経験を活かし、東
日本大震災の緊急援助に全力を挙げて取り組んでおります。

　当社は、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5,400の販売店
に募金箱を設置しております。東日本大震災発生後、
3月14日から5月8日までの期間、緊急援助募金活動
が行われ、総額8,989万9,496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
活用されております。また、5月
9日から新たに復興支援募金を実
施しております。

公益財団法人国際開発救援財団（FIDR）の取組み

　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、緊
急援助活動を実施しております。
　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は、岩手県からの要請を受けて、被害が甚大で

支援が行き届いていなかった
宮古市を中心に活動を行って
まいりました。避難所での
様々な要望をもとに支援内容
を検討し、粉ミルクやベビー
フード、菓子、調味料、野菜
などの食料品、石鹸、シャン

■FIDRの緊急援助活動

■ヤマザキ「ラブ・ローフ募金」への協力
救援物資集積所に菓子を供給
（宮城県南三陸町）

プー、うがい薬などの日用品から、気温が上がってき
た頃には冷蔵庫などの家電製品を順次供給しました。
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、炊飯器や扇風機などの家電製品やストー
ブ等、生活に必要な物品を供給しております。
　今後は、津波で被害を受けた保育所の復旧に向け、仮
設保育所の建設を支援してまいります。
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四半期連結貸借対照表（要旨）　　　　　　 （単位：百万円）

科　目 当第2四半期末
平成23年6月30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 190,280 204,325 △14,045

固定資産 432,044 434,022 △1,977

　有形固定資産 295,405 296,710 △1,305

　無形固定資産 32,811 32,989 △177

　投資その他の資産 103,827 104,322 △494

資産合計 622,324 638,348 △16,023

負債の部
流動負債 207,347 219,468 △12,120
固定負債 167,324 171,744 △4,419

負債合計 374,672 391,212 △16,540

純資産の部
株主資本 221,261 220,578 682

　資本金 11,014 11,014 ─
　資本剰余金 9,675 9,675 0

　利益剰余金 201,267 200,562 704

　自己株式 △695 △673 △21

評価・換算差額等 6,718 7,089 △371
少数株主持分 19,672 19,466 205

純資産合計 247,652 247,135 517
負債純資産合計 622,324 638,348 △16,023

（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（連結）

貸借対照表のポイント

借入金や買掛金、未払費用等の仕入債務の減少により
165億40百万円減少し、3,746億72百万円となりまし
た。

利益剰余金が7億4百万円増加したことにより、純資産
合計は5億17百万円増加し、2,476億52百万円となりま
した。

現金及び預金が、前期末が金融機関休日であったこと
もあり87億50百万円増加しましたが、受取手形及び
売掛金が202億7百万円減少し、1,902億80百万円と
なりました。

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13億5百万円減
少し、2,954億5百万円となりました。当第２四半期末の
有形・無形固定資産の設備投資額は168億80百万円、減
価償却費は191億76百万円であります。

負債合計

純資産合計

流動資産

有形・無形固定資産
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四半期連結損益計算書（要旨）　　　　　　 （単位：百万円）

科　目
当第2四半期
平成23年 1 月 1 日から
平成23年 6 月30日まで

前第2四半期
平成22年 1 月 1 日から
平成22年 6 月30日まで

増　減

売上高 460,848 471,899 △11,050

売上原価 290,596 292,547 △1,951

売上総利益 170,252 179,351 △9,099

販売費及び一般管理費 154,700 162,405 △7,705

営業利益 15,551 16,945 △1,393

営業外収益 1,555 2,151 △596

営業外費用 1,296 1,665 △368

経常利益 15,810 17,432 △1,622

特別利益 85 68 16

特別損失 5,766 2,500 3,266

税金等調整前四半期純利益 10,128 14,999 △4,871

法人税、住民税及び事業税 7,056 6,872 183

法人税等調整額 △814 △549 △264

少数株主損益調整前四半期純利益 3,886 ─ ─
少数株主利益 132 943 △811

四半期純利益 3,754 7,733 △3,978

（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。

四半期連結キャッシュ・フロー計算書（要旨） 　  （単位：百万円）

科　目
当第2四半期
平成23年 1 月 1 日から
平成23年 6 月30日まで

前第2四半期
平成22年 1 月 1 日から
平成22年 6 月30日まで

増　減

営業活動によるキャッシュ・フロー 39,967 44,633 △4,666

投資活動によるキャッシュ・フロー △15,654 △16,869 1,214

財務活動によるキャッシュ・フロー △15,555 △22,809 7,254

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 39 △40

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 8,755 4,994 3,761

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四半期末残高 84,137 60,116 24,021

（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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■総資産　■純資産

（%） （%）

4,608億48百万円で、前年同期比2.3％の減収となり
ましたが、パン類や調理パン・米飯類等が順調に推移
したこともあり、不二家グループの決算期変更の影響
を考慮すると2.7％の増加で、120億67百万円の増収
となりました。

155億51百万円で、前年同期比8.2％の減益となりまし
たが、広告・販促関連費用が減少したこともあり、不
二家グループの決算期変更の影響を考慮すると0.4％
の減益で、ほぼ前年同期並となりました。

158億10百万円で、売上高経常利益率3.4％、前年同
期比9.3%の減益となりましたが、金融収支の改善等
もあり、不二家グループの決算期変更の影響を考慮
すると、19百万円前年同期を上回りました。

37億54百万円で、震災関連費用の発生や会計処理基
準の変更もあり、前年同期を51.5％、金額で39億78百
万円下回りました。不二家グループの決算期変更の影
響を考慮すると、45.7％の減益となります。

売上高

営業利益

経常利益

四半期純利益

損益計算書のポイント

対前年同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9ヶ月間の連結業績が組み入れ
られた前第2四半期との比較増減額になっております。
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四半期貸借対照表（要旨）　　　　　　（単位：百万円） 四半期損益計算書（要旨）　　　　　   （単位：百万円）

科　目 当第2四半期末
平成23年6月30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 107,018 116,070 △9,051

固定資産 335,779 339,095 △3,315

　有形固定資産 190,394 193,669 △3,274

　無形固定資産 9,073 8,719 353

　投資その他の資産 136,311 136,706 △394

資産合計 442,798 455,165 △12,367

負債の部

流動負債 123,734 131,967 △8,233

固定負債 95,303 101,704 △6,400

負債合計 219,038 233,672 △14,633

純資産の部

株主資本 216,580 213,930 2,650

　資本金 11,014 11,014 ─

　資本剰余金 9,675 9,675 0

　利益剰余金 196,586 193,913 2,672

　自己株式 △695 △673 △21

評価・換算差額等 7,179 7,563 △384

純資産合計 223,759 221,493 2,265

負債純資産合計 442,798 455,165 △12,367

（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
当第2四半期
平成23年 1 月 1 日から
平成23年 6 月30日まで

前第2四半期
平成22年 1 月 1 日から
平成22年 6 月30日まで

増　減

売上高 310,620 308,074 2,546

売上原価 210,761 208,627 2,134

売上総利益 99,859 99,447 412

販売費及び一般管理費 88,337 88,166 171

営業利益 11,521 11,281 240

営業外収益 2,131 2,175 △43

営業外費用 680 917 △237

経常利益 12,972 12,539 433

特別利益 19 60 △40

特別損失 2,663 918 1,745

税引前四半期純利益 10,328 11,680 △1,351

法人税、住民税及び事業税 5,110 5,208 △98

法人税等調整額 △747 △356 △391

四半期純利益 5,966 6,828 △862

（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。

財務諸表（単体）
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　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円相当の当
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 ホームページのご案内

YAMAZAKI インフォメーション

本年は、東日本大震災の影響を考慮いたしまして、5月中旬にお
届けさせていただきました。株主様には、ご理解をいただき誠
にありがとうございました。

　平成23年9月1日（木）から11月15日（火）までの期間中、
ヤマザキ「秋のわくわくプレゼント」キャンペーンを実施します。
　対象商品のパッケージに付いている点数券を集めてご応募
いただくと、抽選で総計4万名様に素敵な賞品をプレゼント
いたします。
　詳しくは対象商品のパッケージまたは当社ホームページを
ご覧ください。

Ａコース 東京ディズニーリゾート
パスポート（ペア）＋お食事券（ペア）

Ｃコース ヤマザキグループ「お菓子セット」

Ｂコース ヤマザキオリジナル
「東京ディズニーリゾート マイボトル」

〜ヤマザキ「秋のわくわくプレゼント」キャンペーン〜

　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。

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

※写真は本年お届けしたものです。
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従業員

株式の状況（平成23年6月30日現在）

役員・従業員（平成23年6月30日現在）

役員
連 結 24,638名

（男性19,748名、女性4,890名）

当 社 16,683名
（男性13,788名、女性2,895名）

株式の状況

大 株 主 （ 上 位 1 0 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 11,192名

(前期末比1,417名減）

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 9,962,343 4.5

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） 7,135,000 3.2

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

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 5,457,000 2.4

その他の法人
38.6%
（162名／
85,034千株）

金融機関
33.1%
（60名／
72,941千株）

 個人・その他
19.3%
（10,650名／
42,401千株）

100万株以上
74.8%
（45名／
164,816千株）

 証券会社 0.2%（32名／505千株）

 外国人 8.8%（288名／19,399千株）

 1,000株未満 0.3%（2,589名／628千株）

 1万株以上 4.6%（400名／10,098千株）

 1,000株以上 6.9%（8,068名／15,225千株）

 10万株以上   13.4%（90名／29,514千株）

●所有株数別

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 佐藤　　卓
常 務 取 締 役 山本　和明

取 締 役 関根　　治
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

（注）平成23年7月20日付にて、下記のとおり役員の異動を行いました。
　　　取締役　佐藤	卓
　　なお、佐藤卓取締役は、引き続き㈱デイリーヤマザキ代表取締役社長を	

兼務いたします。
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グループ概要（平成23年6月30日現在）

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

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

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
株式会社スリーエスフーズ 480 100 パンの製造及び販売
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、米飯類等の製造及び販売
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、従来どおり、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。

	 特別口座に関する各種お手続きに必要な用紙のご請求は、下記のフリーダイヤルまたはホームページで24時間受付しております。
◎	用紙請求専用フリーダイヤル	 0120-87-2031（自動音声案内）
◎	ホームページアドレス	 　　　　　http://www.chuomitsui.co.jp/person/p_06.html

●	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。

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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