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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65期事業年度（平成24年1月1日から平成24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。
　当期を振り返りますと、デフレ不況が続いた1年でありましたが、特に下半期に
はお客様の低価格志向が一層強まりました。パン・菓子業界におきましては、7月
に小麦粉価格の引下げがありましたが、低価格化が進む中で販売競争が激化し、厳
しい経営環境となりました。
　当社グループでも、7月中旬以降、8月、9月と売上面で苦戦いたしましたが、ヤ
マザキの技術を用いて主力製品の品質向上をはかるとともに、生産・営業が一体と
なった新たな製品戦略・営業戦略に取り組んだ結果、10月以降、回復傾向となって
まいりました。
　当期の連結業績につきましては、増収を達成いたしましたが、販売促進費用、物
流費用の増加やエネルギーコストの上昇もあり、営業利益、経常利益はともに減益
となりました。一方、当期純利益は、前期において東日本大震災関連費用や資産除
去債務の過年度分を特別損失に計上したこともあり、大幅な増益となりました。
　今後につきましては、お客様の根強い低価格志向の下で販売競争が更に激しさを
増し、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。
　連結子会社であります㈱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、去る3月28日開催の第65回定時株主総会において当社と㈱デイリーヤマ
ザキとの合併契約のご承認をいただき、本年7月1日をもって㈱デイリーヤマザキ
を当社に吸収合併することとなりました。この合併により、コンビニエンスストア
事業を当社の営業部門の一部に組み入れ、コンビニエンスストア機能を有する自社
業態として、当社の小売部門と連携して効率化をはかるとともに、当社グループ各
社との緊密な協力体制を築きあげ、当社グループの総力を結集して業績回復をはか
ってまいります。
　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25年3月

代表取締役社長　　　　　　　　　　　
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売上高

9,515億 2百万円

（対前期比.102.0%）

営業利益

247億 54百万円

（対前期比.86.3%）

経常利益

261億 9百万円

（対前期比.88.1%）

当期純利益

107億 90百万円

（対前期比.134.5%）

当期における連結業績の概況

　当期におけるわが国の一般経済環境は、東日本大震

災からの復興関連需要に支えられ期初より持ち直しの

動きが続いておりましたが、下半期には海外経済の減

速や円高の長期化の影響もあり、輸出や鉱工業生産が

減少し、景気は次第に後退色が強まりました。

　パン・菓子業界にありましては、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更に強まり、販売

競争が一段と激しくなりました。4月に輸入小麦の政府

売渡価格が平均15%引き下げられ、7月から業務用小

麦粉の値下げが実施されましたが、これに伴いパン・

当期の事業の概況

菓子類に対する量販店等からの値引き要請が強まり、

低価格競争が激化しました。また、コンビニエンススト

ア業界にありましては、お客様の節約志向により既存店

売上が伸び悩む中で、上位チェーンの積極的な出店や

PB商品拡充によって競合が激化し、厳しい経営環境と

なりました。

　このような情勢下にありまして、当社グループは、製

品の品質向上と新製品開発に積極的に取り組み、市場

動向に即応した部門別製品戦略、営業戦略を推進し、

売上の拡大をめざしてまいりました。7月の小麦粉価格

の引下げに伴い、主力製品の規格改定を実施し、品質

とおいしさの向上をはかるとともに、一部製品について

は価格改定を実施しましたが、お客様の節約志向に加

え8月から9月にかけての記録的な猛暑の影響もあり、

パン・菓子類の消費が伸び悩む中で、業績確保に苦戦

いたしました。「芳醇」や「コッペパン」などの品質改

善を実施して製品力の強化をはかり、10月以降、売上

は回復傾向となりましたが、販売促進費用の増加もあり

収益が圧迫される厳しい状況となりました。

　当期の連結業績につきましては、前期は東日本大震

災後の需要急増を背景に品種数を絞り込んで対応した

ため生産・販売効率が高まりましたが、当期においては

平常に戻ったことに加えて、販売競争の激化による販

売促進費用の増加やエネルギーコスト、物流費用の増

加もあり、営業利益、経常利益ともに減益となりまし

た。一方、当期純利益は、前期において東日本大震災

事業の概要
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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62期 第63期 第64期 第65期 第62期 第63期 第64期 第65期

第62期 第63期 第62期 第63期第64期 第64期第65期 第65期

885,683 928,242 932,794 951,502

22,738
26,991

28,677

22,852

27,559

8,640

12,724
29,625

8,023

24,754

26,109

10,790

関連費用や資産除去債務の過年度分を特別損失に計上

したこともあり、大幅な増益となりました。

［セグメント別の状況は5頁から8頁のとおりです。］

　今後の見通しといたしましては、わが国経済は円高

傾向の緩和や株価の上昇など一部に明るい兆しが見え、

景気は持ち直しに向かうことが期待されますが、雇用・

所得環境の改善の遅れから個人消費は当面弱い動きが

続くことが予測されます。パン・菓子業界におきまして

も、お客様の根強い節約志向の下で製品の低価格化が

進み、販売競争が一層激しさを増すことが予想されま

す。また、コンビニエンスストア業界におきましては、

上位チェーンの出店強化や商品開発の加速によって競

合が激化し、チェーン運営は更に厳しさが増すものと

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積極

的に取り組み、市場動向に即応した部門別製品戦略、

営業戦略を推進してまいります。販売面では、業態別、

地域別にきめ細かな製品対応と売り場づくりの提案を

行い、ヤマザキブランドの取扱い拡大につとめてまい

ります。

　食パンにつきましては、「芳醇」、「超芳醇」をはじめ

とする主力ブランドの品質向上をはかり、品質訴求によ

って更なるシェアの拡大につとめてまいります。また、

量販チェーン向けの低価格食パンについてもヤマザキ

の技術を活用した品質向上を実施し、品質・価格両面

で競争力のある製品群を戦略的に提供してまいります。

菓子パンは、引き続き主力製品の「ランチパック」の新

製品開発を計画的に実施するとともに、ヤマザキ菓子

パンの定番製品の規格を見直し、地域毎の競合状況に

応じた重点製品の開発と提案を強化し、売上の拡大を

めざしてまいります。さらに、小委員会による「なぜな

事業の概要

次期の見通し
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売上高 営業利益
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当社と㈱デイリーヤマザキとの
吸収合併に関するお知らせ

　当社は、100％連結子会社でコンビニエンス

ストア事業を行う㈱デイリーヤマザキを、平成

25年7月1日をもって当社に吸収合併する合併

契約を締結し、平成25年3月28日開催の第65

回定時株主総会において、株主の皆様にご承認

をいただきました。

　合併方式は、当社を存続会社とする吸収合併

方式で、平成25年7月1日をもって㈱デイリー

ヤマザキは解散いたします。

　なお、当社は、本合併に際し株式の発行およ

び金銭等の交付は行いません。

　また、本合併による当社の資本金の額および

資本準備金の額の変更はありません。

売上高

9,570億円

（対前期比.100.6%）

営業利益

275億円

（対前期比.111.1%）

経常利益

288億円

（対前期比.110.3%）

当期純利益

145億円

（対前期比.134.4%）

次期の連結業績見通し

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。
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食品事業
　食品事業におきましては、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更に強まり、販売競争が激化しま
した。当社におきましても低価格化への対応を実施し、販売
数量の増加をはかり増収を達成することができました。
　7月からの粉価の値下げに対しましては、品質の改善をは
かるとともに、一部製品の価格改定を実施しましたが、低価
格競争が一段と激化し、加えて、記録的な猛暑の影響も重な
り、7月中旬以降、8月、9月と苦戦いたしました。当社は「芳
醇」や「コッペパン」等の品質改善を実施して製品力の強化
をはかり、10月以降、売上は回復傾向となりました。

　食パンは、ヤマザキの技術力を結集した中心価格帯の新製
品「ロイヤルブレッド」を2月に発売して拡販につとめ、「ダブ
ルソフト」の伸長もあり、上半期の売上は堅調に推移しまし
た。7月の粉価改定以降、販売競争が一段と激化し販売単価
が下落する中で、10月以降、主力の ｢芳醇｣ の品質向上を実
施するとともに、ヤマザキの技術を低価格帯製品にも導入し、
フル価格帯ブランド戦略により売上の回復をめざしました。

食パン部門　売上高925億90百万円（対前期比 99.7%）

売上高 8,756億40百万円（対前期比 102.2%）
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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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セグメント別の状況
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菓子パン部門　売上高3,231億42百万円（対前期比 102.9%）

和菓子部門　売上高665億45百万円（対前期比 100.3%）

　菓子パンは、新製品を計画的に投入した「ランチパック」
が大きく伸長するとともに、品質の優位性を背景に拡販し
たミニパンの薄皮シリーズが伸長し、売上は好調に推移し
ました。また、もっちり、さっくりとした生地に口溶けのよ
いクリームをサンドしたハードロールの新製品「ヴィエノ
ワーズミルク」がお客様の好評を得て売上に寄与しました。

　和菓子は、まんじゅうや大福などの和生菓子が堅調に推
移するとともに、中華まんは「具たっぷり」シリーズや「玄
米パン」など加温を要しない新製品の寄与もあり伸長しま
した。

9.7%

34.0%

7.0%

12.2%

12.5%

16.6%

9.7%

34.0%

7.0%

12.2%

12.5%

16.6%

第62期 第63期 第64期 第65期

第62期 第63期 第64期 第65期

第62期

第62期

第63期 第64期 第65期

第63期 第64期 第65期

第62期

第62期

第63期 第64期 第65期

第63期 第64期 第65期

86,000

88,000

90,000

92,000

94,000

290,000

300,000

310,000

320,000

330,000

62,000

64,000

66,000

68,000

70,000

50,000

70,000

90,000

110,000

130,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

130,000

140,000

150,000

160,000

170,000

93,239 92,745 92,910

305,913 306,042

313,996

149,167
153,213 155,645

97,372 100,880
112,021

110,819 113,894 115,544

67,589
66,521 66,337

←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

158,077

66,545

116,531

92,590

118,753

323,142

売上高

売上高

売上高

売上高

売上高

売上高

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

第62期 第63期 第64期 第65期

第62期 第63期 第64期 第65期

第62期

第62期

第63期 第64期 第65期

第63期 第64期 第65期

第62期

第62期

第63期 第64期 第65期

第63期 第64期 第65期

86,000

88,000

90,000

92,000

94,000

290,000

300,000

310,000

320,000

330,000

62,000

64,000

66,000

68,000

70,000

50,000

70,000

90,000

110,000

130,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

130,000

140,000

150,000

160,000

170,000

93,239 92,745 92,910

305,913 306,042

313,996

149,167
153,213 155,645

97,372 100,880
112,021

110,819 113,894 115,544

67,589
66,521 66,337

←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

158,077

66,545

116,531

92,590

118,753

323,142

売上高

売上高

売上高

売上高

売上高

売上高

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

010_0847001272503.indd   6 2013/03/13   10:15:44



7

　洋菓子は、量販店向け2個入りケーキや「ふわふわスフ
レ」が大きく伸長するとともに、「大きなツインシュー」な
どのシュークリームが好調に推移しました。また、不二家
洋菓子店の増加やコンビニエンスストア向け製品の充実強
化もあり、㈱不二家の洋菓子事業が好調に推移しました。

　調理パン・米飯類は、主要取引先のコンビニエンススト
アチェーンの売上が好調に推移したことや取引店舗数の拡
大もあり、㈱サンデリカを中心に売上が伸長しました。

洋菓子部門　売上高1,165億31百万円（対前期比 100.9%）
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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、当社グループ各社と共同して商品開発に取り組み、地域
に適したベストな品揃えをはかり、山崎製パングループのコン
ビニエンスストアチェーンとして魅力ある売り場づくりをめざ
しました。
　当期末の店舗数は、「デイリーヤマザキ」1,544店、「ヤマザ
キデイリーストアー」104店、総店舗数1,648店（前期末と同
数）となりました。
　流通事業の売上高は、競合激化による既存店の不振に加え、
フランチャイズ化による直営店売上の減少もあり、減収となり
ました。
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　製菓・米菓・その他商品類は、㈱不二家の「カントリー
マアム」や「ルック」、ヤマザキ・ナビスコ㈱の「リッツ」
や「オレオ」などブランド力のある製品が伸長するととも
に、㈱東ハトの新製法のポテトスナック「あみじゃが」が
大きく伸長しました。
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製 品 情 報

“おいしいパンと暮らそう”
しっとり  ソフト
ヤマザキ  芳醇

「芳醇」は、当社独自の「湯捏（ゆごね）製法」と、新たな技術開発により、しっ
とりソフトで軽い口あたりを実現した食パンです。
食パンのミミまでソフトでほんのりとした甘みがありますので、サンドイッチ

やトーストはもちろん、そのままお召しあがりいただいてもおいしさが際立ち、
多くの方からご好評をいただいております。

ミミまでソフトでほんのり甘い「 芳 醇 」

「芳醇」のしっとりソフトで軽い
口あたりをテーブルロールでもお楽
しみいただけます。
「芳醇テーブルロール」のほか、
カリフォルニアレーズンを使用した
「芳醇レーズンロール」、マーガリン
を入れた「芳醇テーブルロール.マー
ガリン入り」など様々な製品をご用
意しております。

テレビコマーシャル 
おいしいパンと暮らそう
食パン「芳醇」篇
出演　松.たか子
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「ヴィエノワーズミルク」が
「第３１回食品ヒット大賞優秀ヒット賞」を受賞しました

「ちょいパクラスク」が
「第９回エコプロダクツ大賞 環境大臣賞」を受賞しました

このたび、「ヴィエノワーズミルク」が「第31回食品ヒッ
ト大賞優秀ヒット賞」を受賞しました。
同賞は、日本食糧新聞社が昭和57年に制定したもの
で、毎年食品業界の活性化に大きく寄与した商品が表彰
されています。
「ヴィエノワーズミルク」は、“サクッ”と歯切れが
よく“もちっ”とかみごたえがある新しいタイプのフラ
ンスパンに、口の中でとろける濃厚なミルククリームを
サンドした、ほどよい食感と口どけのよさが特長の菓子
パンです。

このたび、「ちょいパクラスク」が「第
9回エコプロダクツ大賞」において、
同賞の最高位のひとつである「環境大
臣賞」を受賞しました。

「エコプロダクツ大賞」は、エコプロダクツ大賞推進
協議会の主催により、エコプロダクツ（環境負荷の低減
に配慮した優れた製品・サービス）を表彰することを通
じて企業の取組みを支援し、エコプロダクツの更なる普
及を図ることを目的に平成16年に創設され、財務省、
厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環
境省の後援により実施されております。
「ちょいパクラスク」は、サクサクとした食感とひと

トピックス

当社独自の技術によって、これまでのフ
ランスパンにはなかった食感を実現しまし
た。また、パンの表面に切れ目を入れてお
り、ひと山ずつ簡単にちぎることができる
ので、とても食べやすくなっております。

お蔭様をもちまして、発売以来多
くの方々からご好評をいただいてお
ります。“フランスパンは固くて食べ
にくい”と感じられている方にもぜひ
味わっていただきたい菓子パンです。

口サイズの食べやすさが特長の菓子で、“食べきりサイ
ズでちょうどよい”と多くの方々からご好評をいただい
ております。
原料として「ランチパック」を作る過程でカットされ

た食パンの耳の部分を活用しており、この取組みが食品
リサイクル法で最優先事項に位置づけられている食品ロ
スの「発生抑制」に貢献するエコプロダクツとして評価
を受けました。
当社は、今後もこのよ

うな未利用食料の更なる
有効活用に取り組んでま
いります。
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デイリーヤマザキ（コンビニエンスストア）

千葉：袖ケ浦蔵波台店（平成24年8月オープン）

Yショップ（地域密着型小売店）

千葉：鎌ケ谷とびやま店（平成24年11月オープン）

埼玉：北本中丸店（平成24年10月オープン）

不二家（洋菓子店）

当社グループの店舗網
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東京：東京スカイツリータウン・ソラマチ店（平成24年5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）

静岡：ネオパーサ浜松上り店（平成24年4月オープン）　新東名高速道路.サービスエリア内

東京：練馬高野台店（平成24年6月オープン）
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社会貢献への取組み

　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被災地の
人々がよりよい生活をできることを願い、公益財団法人
国際開発救援財団（FIDR〔ファイダー〕）への支援を通
じ、国際協力活動と緊急援助活動を推進しております。

　FIDRは、平成2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特定非営利活動法人
ワールド・ビジョン・ジャパン（WVJ）を支援する目
的で設立した民間の援助団体です。現在は、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
途上国の自立と発展を目的とした国際協力援助事業と、
国内外の災害発生における緊急援助事業を実施してお
ります。
　カンボジア、ベトナム、ネパールで、保健医療、農
業、収入向上などの分野において、地域に根ざした援
助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は、東日本大震災発生直後から被災地に向かい、
多様な支援活動を展開してまいりました。震災発生から
1年が経過した平成24年は、人々の生活環境の回復と

　岩手県大槌町は、町の中心部が地震による津波とそ
の後の火災に見舞われ、震災による被害は甚大でした。
当時の町長をはじめ、行政の中枢である大槌町役場の
幹部職員が多数被災し、また主要産業である水産業が
壊滅的な被害を受けたことから、復旧が他の市町より
遅れておりました。
　FIDRは、平成24年4月に碇川大槌町長と協議し、大
槌町全体の復興にとって、経済活動と雇用回復の両面か

山田町タウン誌「やまだ」

バス停待合室（岩手県山田町）

■ FIDRへの支援

■ FIDRの東日本大震災復興援助活動

■ 大槌町の復旧復興支援活動

地域経済の立て直しに重点を置
いて活動しました。
　岩手県山田町では、人々の暮
らしと安全を支えるため、バス
停待合室の設置や仮設住宅団地
への消火栓の提供のほか、自治
会の設立を後押しし仮設住宅団
地で互いに支え合うコミュニ
ティーの形成を促進するとともに、経済活性化と雇用

の創出のためにタウ
ン誌の発行を支援し、
山田町の復興の姿を
外部に発信すること
で、観光や地場産業
の振興を支援してま
いりました。

国際協力活動および緊急援助活動を推進しています
公益財団法人国際開発救援財団（FIDR）への支援
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●水産業を支援
　定置網によるサケ漁を主力とする大槌町の漁業は、

漁船や漁業従事者が共同利用
する機器・資材が大量に失わ
れました。平成24年4月に「新
おおつち漁業協同組合」が発
足しましたが、組合員のほと
んどが被災しているため財政
基盤が弱く、自力での復旧活

ヤマザキ「ラブ・ローフ募金」への協力

修繕費用を支援した「第17久美愛丸」

バス停待合室（岩手県山田町）

震災後初となる本格的な水揚げ
（平成24年9月5日.沖野島漁場）

　当社は、FIDRとWVJ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FIDRとWVJ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。
　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。東日本大震災では、直後
に行った緊急援助募金と、その後の復興支援募金を行いました。これらの募金は、FIDRと
WVJを通じて、被災地での活動に有効に活用されております。
　平成24年10月からは、新たに大槌町復旧復興支援募金を実施しております。

動は厳しい状況にあり
ました。FIDRは、定置
網4張と定置網漁船1
隻の新規購入、漁船3
隻の修理、漁業者が共
同利用する資機材等の
新規購入等、漁の再開
に向けた支援を行いま
した。
　平成24年9月5日には、大槌港沖の沖野島漁場で、震
災後初めて定置網の本格的な網おこしが行われ、3ト
ン余りのサバやソウダガツオが水揚げされました。

　当社は、FIDRおよびWVJが行う大槌町での復旧復興活動
を支援するため、平成24年5月に2億円の寄附金を拠出し、
FIDRに1億8千万円、WVJに2千万円を贈呈いたしました。
　また、当社の食パン「モーニングスター」の売上の中から
1斤につき1円を東日本大震災の被災地復興のための支援金
として、FIDRに寄附しております。平成24年12月31日ま
での寄附金額は、総額6,832万8,147円となりました。

　FIDRの援助活動は、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/

寄附金の拠出について

ら漁業の早期回復が重要であると考え、WVJと協力し
て、大槌町の支援に取り組むこととしました。
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　当財団の設立より今日までの29年間に実施してきま
した助成事業の総件数は1,853件に及び、助成額では
総額33億4,300万円に達しております。食品科学分
野に係わる学術研究助成では、一般公募による研究助
成を中心に、全国の大学及び附属研究機関の研究者等
を対象に1,319件、総額25億3,100万円の助成を行
いました。
　また、研究者の国際交流援助では、国内外で開催さ
れる国際会議の運営援助費等として、149件、6,700
万円の助成を行いました。

　当社は、社会貢献への取組みの一環として、わが国
の食品科学における総合研究の進展のために、財団法
人飯島記念食品科学振興財団を通じて、米麦等主要食
糧に関する食品科学、食品と健康、食品の加工技術、
安全性等の分野を中心に研究者への助成活動を推進し
ております。
　飯島記念食品科学振興財団は、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、当社と共同で
昭和59年に設立され、農林水産省所管の財団法人とし
て、今日まで着実かつ順調な活動を続けております。
　なお、当財団は平成25年4月1日付で公益財団法人
に移行し、「公益財団法人飯島藤十郎記念食品科学振興
財団」に改称いたします。

　当財団では食品科学の学術
研究及び食品加工等の技術開
発に優れた業績をあげた研究
者、研究グループを表彰し研
究奨励金を贈呈する、飯島食
品科学賞及び技術賞を設けて
おります。これまでに26件、
研究奨励金の総額は8,200万
円となっております。

財団法人飯島記念食品科学振興財団（学術文化活動）

食品科学振興のための研究助成活動を支援しています

飯島食品科学賞・技術賞

学術研究助成事業等

学術研究助成金贈呈式　飯島食品科学賞・技術賞授与式

飯島食品科学賞

社会貢献への取組み

010_0847001272503.indd   15 2013/03/13   10:16:07



16

　当財団の事業活動の一環として、学術研究助成の対
象者となった研究者から、その研究成果を発表してい
ただく学術講演会を毎年開催し、毎回400名を超え
る方々が出席されております。また、研究成果の概要
をとりまとめた報告書を財団年報として発行し、学術
研究成果の紹介と食品科学の知識の普及に努めており
ます。

学術講演会の開催

学術講演会を毎年
開催しております

飯島食品科学賞を受賞された香西みどり教授の特別講演

個人研究
■演題「大豆イソフラボンの免疫調節作用を標的とした

新たな抗肥満・糖尿病療法の開発」
　演者 酒井徹（徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部）
　座長 清水誠（東京大学大学院農学生命科学研究科教授）
■演題「水分拡散-応力連成モデルによる水浸裂傷米発生

機構の解明」
　演者 田中史彦（九州大学大学院農学研究院）
　座長 井上好文（（社）日本パン技術研究所所長）
■演題「グルテン物性を支配するコムギ種子貯蔵タンパ

ク質の分子構造解析」
　演者 田中裕之（鳥取大学農学部）
　座長 久保田紀久枝（お茶の水女子大学大学院人間文化

創成科学研究科教授）
■演題「冷凍カスタードクリームのレオロジー特性改善

への高圧力利用」
　演者 渕上倫子（福山大学生命工学部）
　座長 新井映子（静岡県立大学食品栄養科学部教授）

共同研究
■演題「マウス体内時計遺伝子をリセットする食餌内容の研究」
　演者 柴田重信（早稲田大学先進理工学部）
　座長 門脇基二（新潟大学大学院自然科学研究科教授）

特別講演
【技術賞受賞研究】
■演題「ヒト生理学的計測による新規な食品テクスチャー

評価法の開発」
　演者 神山かおる（（独）農研機構食品総合研究所上席研究員）
　座長 佐々木堯（（社）日本パン技術研究所理事長）
【飯島食品科学賞受賞研究】
■演題「食品の調理過程の数量的把握と最適化に関する研究」
　演者 香西みどり（お茶の水女子大学大学院人間文化創

成科学研究科教授）
　座長 上野川修一（東京大学名誉教授）

平成24年11月22日開催

●第25回学術講演会テーマ（敬称略）
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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24年12月31日現在

前期末
平成23年12月31日現在

増　減

資産の部
流動資産 226,379 203,930 22,448
固定資産 429,328 429,927 △598
　有形固定資産 293,714 295,934 △2,220
　無形固定資産 31,283 31,632 △349
　投資その他の資産 104,331 102,360 1,970
資産合計 655,708 633,858 21,850
負債の部
流動負債 220,999 219,731 1,268
固定負債 171,591 161,737 9,853
負債合計 392,591 381,469 11,122
純資産の部
株主資本 232,686 225,381 7,304
　資本金 11,014 11,014 ─
　資本剰余金 9,676 9,676 0
　利益剰余金 212,758 205,414 7,344
　自己株式 △762 △722 △40
その他の包括利益累計額 9,051 6,544 2,506
少数株主持分 21,379 20,462 916
純資産合計 263,116 252,388 10,727
負債純資産合計 655,708 633,858 21,850
（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24年	1	月	1	日から
平成24年12月31日まで

前　期
平成23年	1	月	1	日から
平成23年12月31日まで

増　減

売上高 951,502 932,794 18,708
売上原価 605,635 591,633 14,001
売上総利益 345,866 341,160 4,706
販売費及び一般管理費 321,112 312,483 8,628
営業利益 24,754 28,677 △3,922
営業外収益 3,639 3,552 86
営業外費用 2,284 2,603 △319
経常利益 26,109 29,625 △3,516
特別利益 1,105 110 994
特別損失 3,097 8,886 △5,788
税金等調整前当期純利益 24,116 20,849 3,266
法人税、住民税及び事業税 11,573 12,892 △1,318
法人税等調整額 294 △893 1,187
法人税等合計 11,867 11,998 △131
少数株主損益調整前当期純利益 12,248 8,850 3,397
少数株主利益 1,458 826 631
当期純利益 10,790 8,023 2,766
（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

損益計算書のポイント

現金及び預金が新規借入等により181億2百万円増加したこ
ともあり、流動資産合計で224億48百万円増加し、2,263億
79百万円となりました。

株式相場の上昇により投資有価証券が増加したこともあり19
億70百万円増加し、1,043億31百万円となりました。

投資その他の資産

借入金の増加等により、負債合計は111億22百万円増加し、
3,925億91百万円となりました。

負債合計

利益剰余金が73億44百万円、その他有価証券評価差額金が
25億58百万円それぞれ増加したことにより、純資産合計は
107億27百万円増加し、2,631億16百万円となりました。

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22億20百万円減少し、
有形・無形固定資産合計は3,249億97百万円となりました。
当期の設備投資額は、399億36百万円、減価償却実施額は
409億80百万円であります。

菓子パンや調理パン・米飯類等が伸長したこともあり、前期
に比べ2.0％の増収となりました。

売上高

売上原価率が前期を0.3％上回るとともに、広告・販売促進
費用や物流費が増加したこともあり、前期を13.7％下回りま
した。

営業利益

売上高経常利益率は2.7％、前期に比べ11.9％の減益となり
ました。

経常利益

前期において東日本大震災関連費用25億56百万円や資産除
去債務の過年度分16億96百万円等を特別損失に計上したこ
ともあり、前期に比べ34.5％の大幅増益となりました。

当期純利益

有形・無形固定資産

財務諸表（連結）
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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24年	1	月	1	日から
平成24年12月31日まで

前　期
平成23年	1	月	1	日から
平成23年12月31日まで

増　減

営業活動によるキャッシュ・フロー 54,995 56,961 △1,966

投資活動によるキャッシュ・フロー △36,955 △33,528 △3,426

財務活動によるキャッシュ・フロー △90 △27,828 27,738

現金及び現金同等物に係る換算差額 37 △42 80

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 17,987 △4,438 22,425

現金及び現金同等物の期首残高 70,943 75,296 △4,353

新規連結に伴う
現金及び現金同等物の増加額 ─ 85 △85

連結子会社と非連結子会社との合併による
現金及び現金同等物の増加額 274 ─ 274

現金及び現金同等物の期末残高 89,205 70,943 18,262

（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

土地再評価
差　額　金

為替換算
調整勘定

その他の包括利益
累 計 額 合 計

平成24年1月1日残高 11,014 9,676 205,414 △722 225,381 6,840 △2 ─ △292 6,544 20,462 252,388

当期変動額
　剰余金の配当 ─ ─ △3,293 ─ △3,293 ─ ─ ─ ─ ─ ─ △3,293

　当期純利益 ─ ─ 10,790 ─ 10,790 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 10,790

　連結子会社と非連結子会社の
　合併による利益剰余金増加額 ─ ─ 47 ─ 47 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 47

　連結子会社と非連結子会社の
　合併による利益剰余金減少額 ─ ─ △210 ─ △210 ─ ─ ─ ─ ─ ─ △210

　土地再評価差額金の取崩 ─ ─ 10 ─ 10 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 10

　自己株式の取得 ─ ─ ─ △42 △42 ─ ─ ─ ─ ─ ─ △42

　自己株式の処分 ─ 0 ─ 2 2 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 2

　株主資本以外の項目の
　当期変動額（純額） ─ ─ ─ ─ ─ 2,558 5 45 △103 2,506 916 3,423

当期変動額合計 ─ 0 7,344 △40 7,304 2,558 5 45 △103 2,506 916 10,727

平成24年12月31日残高 11,014 9,676 212,758 △762 232,686 9,398 3 45 △396 9,051 21,379 263,116

連結株主資本等変動計算書 （平成24年1月1日から平成24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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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24年12月31日現在

前期末
平成23年12月31日現在

増　減

資産の部
流動資産 123,363 113,900 9,463
固定資産 335,935 330,920 5,014
　有形固定資産 187,562 190,703 △3,140
　無形固定資産 10,309 8,993 1,316
　投資その他の資産 138,063 131,224 6,839
資産合計 459,299 444,821 14,477
負債の部
流動負債 130,095 131,729 △1,634
固定負債 99,103 90,269 8,834
負債合計 229,199 221,999 7,200
純資産の部
株主資本 220,601 215,795 4,805
　資本金 11,014 11,014 ─
　資本剰余金 9,676 9,676 0
　利益剰余金 200,673 195,827 4,846
　自己株式 △762 △722 △40
評価・換算差額等 9,497 7,026 2,471
純資産合計 230,099 222,822 7,277
負債純資産合計 459,299 444,821 14,477
（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24年	1	月	1	日から
平成24年12月31日まで

前　期
平成23年	1	月	1	日から
平成23年12月31日まで

増　減

売上高 630,890 620,945 9,944

売上原価 434,766 425,600 9,166

売上総利益 196,123 195,345 778

販売費及び一般管理費 180,727 176,496 4,230

営業利益 15,396 18,848 △3,452

営業外収益 3,943 3,797 145

営業外費用 1,092 1,411 △319

経常利益 18,247 21,234 △2,986

特別利益 2,003 2 2,000

特別損失 3,991 4,340 △348

税引前当期純利益 16,259 16,896 △637

法人税、住民税及び事業税 7,294 8,838 △1,544

法人税等調整額 826 2,850 △2,024

当期純利益 8,139 5,208 2,931

（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24年1月1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
当期変動額
　剰余金の配当 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ △3,293 △3,293 ─ △3,293 ─ △3,293
　圧縮記帳積立金の取崩 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ △8 ─ 8 ─ ─ ─ ─ ─
　別途積立金の積立 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 1,800 △1,800 ─ ─ ─ ─ ─
　当期純利益 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 8,139 8,139 ─ 8,139 ─ 8,139
　自己株式の取得 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ △42 △42 ─ △42
　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） ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 2,471 2,471

当期変動額合計 ─ ─ 0 0 ─ ─ ─ △8 1,800 3,054 4,846 △40 4,805 2,471 7,277
平成24年12月31日残高 11,014 9,664 11 9,676 2,753 6 500 601 187,780 9,033 200,673 △762 220,601 9,497 230,099

株主資本等変動計算書 （平成24年1月1日から平成24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。

財務諸表（単体）
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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」～
“大きなモーニングボウル”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

スマートフォンからもアクセスできます ！

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

http://m-ybrand.jp/lunch-p/

　平成25年2月1日（金）
から4月30日（火）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
（金）から5月31日（金）ま
での期間）。
　対象商品に貼付された
点数シール25点につき.
“大きなモーニングボウル”
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。

“ちょっと大きくて深めで使い 
やすい ！”使い方いろいろ“大きな
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

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 13,493名
（前期末比1,785名増）

連 結 24,827名
（男性19,896名、女性4,931名）

当 社 16,638名
（男性13,764名、女性2,874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） 6,632,000 3.0

明治安田生命保険相互会社 6,501,500 2.9

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 4,522,000 2.0

飯島　和 4,494,000 2.0

その他の法人
39.2%
（187名／
86,344千株）

金融機関
30.5%
（65名／
67,252千株）

 個人・その他
20.7%
（12,924名／
45,566千株）

100万株以上
72.8%
（44名／
160,327千株）

 証券会社 0.7%（40名／1,456千株）

 外国人    8.9%（277名／19,662千株）

 1,000株未満 0.3%（2,428名／569千株）

 1万株以上 4.4%（413名／9,797千株）

 1,000株以上 8.3%（10,506名／18,201千株）

 10万株以上   14.2%（102名／31,386千株）

●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 山本　和明
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
取 締 役 飯島佐知彦
取 締 役 吉田谷良一
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

株式の状況（平成24年12月31日現在）

役員・従業員（平成24年12月31日現在）
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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

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 53 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 2,000 100 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 100 100 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 100 100 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
株式会社サンロジスティックス 380 100 物流事業

（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28社であります。

事業所一覧

グループ概要（平成24年12月31日現在）
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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、三井住友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、上記のフリーダイヤルまたは下記のホームページで受付しております。
	 ◎	ホームページアドレス	　http://www.smtb.jp/personal/agency/index.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三井住友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。

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

同 連 絡 先 三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
〒168-0063　東京都杉並区和泉二丁目8番4号	
電話　0120-782-031（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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