


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66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25年1月1日から平成25年6月30日まで）におきましては、次第に

景気の持ち直しの動きが広がってまいりましたが、当業界におきましては、依然としてお

客様の節約志向、低価格志向が根強く、販売競争が激化する厳しい経営環境が続きました。

　当社グループは、市場動向に即応した部門別の製品戦略、営業戦略を展開し、主力製品

の取扱拡大をめざしましたが、販売数量は増加いたしましたものの単価ダウンによって売

上が伸び悩み、加えて製造コスト、物流コストの上昇や販売促進費用の増加等もあり、遺

憾ながら減収・減益の決算となりました。

　当社は、7月1日をもって子会社の㈱デイリーヤマザキを吸収合併し、デイリーヤマザキ

事業統括本部を新設し、デイリーヤマザキ事業を当社小売事業の核と位置づけ、新たに出

発いたしました。当社グループの総力を結集して、高品質で付加価値の高い商品を開発し、

メーカーの力を活用した新しい製品とサービスを提供し、店舗売上の拡大をはかってまい

ります。また、小型のコンビニエンスストアの「ニューヤマザキデイリーストア」の実験

店2店を6月に開店し、新しい商品やサービスの検証を行い、確かな手応えを得ておりま

す。この新しい商品やサービスを「デイリーヤマザキ」に導入して店舗の充実強化と売上

向上を実現するとともに、「ニューヤマザキデイリーストア」の開発を積極的に推進し、事

業基盤の強化をはかってまいります。

　7月から主原料の小麦粉が値上げされておりますが、当社グループは一部製品の価格改

定と規格改定を実施し、営業部門を中心に生産・営業が一体となって、部門別・業態別の

製品戦略、営業戦略を推進しております。今後、当社グループ一丸となって、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、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8月

代表取締役社長　　　　　　　　　　　
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事業の概要

売上高

4,736億 31百万円

（対前年同期比.99.3%）

営業利益

118億 40百万円

（対前年同期比.75.3%）

経常利益

126億 56百万円

（対前年同期比.79.1%）

四半期純利益

53億 58百万円

（対前年同期比.68.7%）

当第2四半期における連結業績の概況

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、公共投資の増加

や輸出の持ち直しによって鉱工業生産が緩やかに増加

するなど景気は持ち直しの動きが見られましたものの、

雇用・所得環境の厳しさが続く中で個人消費は一部の

高額商品を除き横ばい状態で推移しました。

　当業界におきましては、デフレが継続する市場環境

の下で、お客様の根強い節約志向によって製品の低価

格化が続き、販売競争が激化する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、「春の

パンまつり」を活用して主力製品の取扱拡大をはかる

とともに、ヤマザキの技術を活用して低価格帯製品を

強化するなど、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した。
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場においてお客様の節約志向が続き、販売競争が激し

さを増すことが予想されます。4月に輸入小麦の政府売

渡価格が引き上げられたことを受けて7月から業務用小

麦粉が値上げされたことに加え、円安に伴う原材料価

格の上昇や電気料金・燃料等エネルギーコストの増加

もあり、厳しい経営環境となることが予測されます。

　このような情勢下にありまして、当社は、7月1日出

荷分より一部製品を値上げするとともに規格改定を実

施しました。これにより主力製品の品質向上を実施し

て製品力の強化をはかり、品質訴求による拡販につと

めてまいります。

　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、当社は、去る7月1日をもって子会社の.

㈱デイリーヤマザキを吸収合併し、デイリーヤマザキ

事業統括本部を設置して業務運営体制を一新し、デイ

リーヤマザキ事業の再建に向けて出発いたしました。
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事業の概要

　当第2四半期の業績につきましては、売上高は4,736

億31百万円（対前年同期比99.3%）、営業利益は118

億40百万円（対前年同期比75.3%）、経常利益は126

億56百万円（対前年同期比79.1%）、四半期純利益は

53億58百万円（対前年同期比68.7%）で、売上が伸

び悩む中で物流費や販売促進費用が増加し、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。】

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、海

外経済の持ち直しや円安を背景に緩やかな景気回復に

向かうことが期待されますが、個人消費の回復には時

間を要するものと思われます。

　当業界におきましては、デフレが長期化する食品市
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今後、当社グループは総力を挙げ、「デイリーヤマザキ」

店の充実強化をはかるとともに、「ニューヤマザキデイ

リーストア」の店舗開発に積極果敢に取り組み、製品

開発を推進してお客様に喜ばれる真に価値ある商品の

提供とサービスの充実につとめ、デイリーヤマザキ事

業の充実強化、再生復活をはかってまいります。

　今後、当社に吸収合併されたデイリーヤマザキ事業

の充実強化・再生復活の取組みは、当社営業部門の業

務改善・充実強化の取組みと一体のものであると考え、

営業部門を中心とした生産部門・営業部門一体となっ

た部門別・業態別の製品戦略、営業戦略、小委員会に

よる「なぜなぜ改善」の中に取り込み、市場動向に即

応した新製品の開発と魅力ある売場の構築をめざし、

当社グループ一丸となって業績向上につとめてまいり

ます。

売上高

9,540億円

（対前期比.100.3%）

営業利益

250億円

（対前期比.101.0%）

経常利益

265億円

（対前期比.101.5%）

当期純利益

140億円

（対前期比.129.7%）

通期の連結業績見通しにつきましては、最近の業績の動向
等を踏まえ、当第2四半期の厳しい業績を勘案し、業績予
想を修正しました。

通期の連結業績見通し
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食品事業
　食品事業におきましては、お客様の節約志向、低価格志向

が根強く販売競争が激化する厳しい経営環境の中で、当社に

おきましてもお客様の低価格志向への対応を行ってまいりま

した。

　当第２四半期は、製品の平均単価が下落傾向で推移し、販

売数量は前年同期を上回りましたものの、売上は前年同期を

下回る結果となりました。

　食パンは、低価格化が進み販売競争が激しさを増す中
で、主力の「芳醇」や「超芳醇」、「ロイヤルブレッド」を
販売強化するなど売上の底上げをはかってまいりました。
　販売数量は前年同期を確保することができましたもの
の、単価下落によって売上減となりました。
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菓子パン部門　売上高1,679億55百万円（対前年同期比 101.3%）

和菓子部門　売上高314億46百万円（対前年同期比 97.5%）

　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、ミニパンの薄皮シリーズ
が好調に推移し、ペストリーの新製品「サクリスタン」が
売上増に寄与しました。

　和菓子は、「具たっぷり」シリーズの伸長や低価格帯製
品の強化もあり、中華まんの売上が伸長しましたが、競
争激化によって主力製品が低迷し、売上は前年同期を下
回りました。
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　洋菓子は、2個入り生ケーキや「ふわふわスフレ」な
どチルドケーキが好調に推移するとともに、「大きなツイ
ンシュー」などシュークリームが伸長しました｡
　また、㈱不二家の洋菓子事業は、新製品投入や積極的
な販売施策が功を奏し売上が伸長しました。

　調理パン・米飯類は、調理パンの和紙バーガーの不振
や弁当類の伸び悩みもあり、前年同期の売上に及びませ
んでした。
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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、競合激化による既存店の不振に加え、不採算店

の閉鎖による直営店の減少もあり、減収となりました。

　当第2四半期末の店舗数は、総店舗数1,584店（前年同

期末に対し62店減）となりました。
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16.0%製菓・米菓・その他商品類部門　売上高759億40百万円（対前年同期比 97.2%）

　製菓・米菓・その他商品類は、同業他社やPB商品との
競争が激化し売上が伸び悩む中、㈱不二家の「カントリー
マアム」やヤマザキ・ナビスコ㈱の「チップスター」が
堅調に推移しましたが、仕入商品の売上が減少し、前年
同期の売上を下回りました。
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　「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。
　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得られ、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。

品質とおいしさ「ロイヤルブレッド」

製品情報

「ロイヤルブレッド」を使ったRECIPE

アボカドシュリンプトースト

材料＜1人分＞

作り方

「ロイヤルブレッド」の小麦本来の味と香りを、バターロー
ルでもお楽しみいただけます。
ほんのりとした甘味としっとりとした食感の「ロイヤルバ
ターロール」、カリフォルニアレーズンを使用した「ロイヤ
ルバターロール.レーズン」、ほんのり
とした塩味でコクのあるマーガリン
を入れた「ロイヤルバターロール.マー
ガリン入り」など様々な製品をご用
意しております。

●「ロイヤルブレッド」.……1枚
●.ゆでえび. ……… ３尾. ●.アボカド. ………1/2個
●.レモン汁. ……… 少々. ●.マヨネーズ.……大さじ1
●.塩こしょう.……… 少々

❶.殻をむいたゆでえびと皮をむいて食べやすくカット
したアボカドはレモン汁をかけて、マヨネーズであ
え、塩こしょうで味をととのえます。

❷「ロイヤルブレッド」をトーストします。
❸ ❷に❶をのせていただきます。
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「ロイヤルブレッド」の「品質
とおいしさ」を、より多くの方
にご紹介するため、平成25年7
月1日から8月25日までの期
間、「おいしく食べよう!.ロイヤ
ルブレッド」キャンペーンを実
施しました。
本キャンペーンは、「ロイヤル

ブレッド」や「ロイヤルバターロール」等の対象製品についている点数券を集め
てご応募いただくと、抽選で総計60,200名様に東京ディズニーリゾート®の素
敵な賞品をプレゼントするという内容で、「ロイヤルブレッド」をすでにご存知の
方に加え、本キャンペーンをきっかけに初めてお召しあがりいただいた方からも
ご好評をいただき、より多くの方に「ロイヤルブレッド」の味わいをお楽しみい
ただくことができました。

「おいしく食べよう ！ ロイヤルブレッド」 キャンペーンを実施しました

テレビコマーシャル
ロイヤルブレッド

「朝を愉しむ」篇
出演　松たか子

朝を愉しむ。
いい一日が始まる。
ヤマザキ ロイヤルブレッド

東京ディズニー
リゾート® 
パークチケット
（ペア）

ヤマザキオリジナル
東京ディズニーリゾート® 
30周年 トートバッグ

※本キャンペーンの応募期限は、平成25年8月31日（当日消印有効）です。
©Disney

©Disney

A
コース

B
コース
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㈱デイリーヤマザキ吸収合併について

　当社は、去る平成25年3月28日に開催されました第

65回定時株主総会におきまして、コンビニエンススト

ア事業の子会社であります㈱デイリーヤマザキとの吸収

合併につき、株主の皆様のご承認をいただき、7月1日

付をもって合併いたしました。

　当社は本合併に先立ち、デイリーヤマザキ事業推進の

体制づくりを進めるとともに、商品、運営、開発等の.

各部門においてデイリーヤマザキ事業の強化に取り組ん

でまいりました。また、当社グループの総力を挙げた品

揃えと魅力ある売場を構築した「ニューヤマザキデイ

リーストア」の実験店2店を6月に開店するとともに、.

「ヤマザキベストセレクション」をはじめとする高品質

で付加価値の高い自社業態向けの製品開発に取り組みま

した。

　当社は、7月1日の吸収合併に伴いデイリーヤマザキ

事業統括本部を設置して業務運営体制を一新し、デイ

リーヤマザキ事業の再建に向けて出発いたしました。

　今後、当社グループは総力を挙げ、「デイリーヤマザキ」

店の充実強化をはかるとともに、「ニューヤマザキデイ

リーストア」の店舗開発に積極果敢に取り組み、製品開

発を推進してお客様に喜ばれる真に価値ある商品の提供

とサービスの充実につとめ、デイリーヤマザキ事業の充

実強化、再生復活をはかってまいります。

　デイリーヤマザキ事業の充実強化・再生復活に
向けた取組みとして、平成25年6月4日、「ニュー
ヤマザキデイリーストア」の実験店を埼玉県朝霞市
と東京都世田谷区砧にオープンしました。
　当社グループの総力を結集した、新しいコンセプ
トのコンビニエンスストアです。

㈱デイリーヤマザキを
吸収合併しました

「ニューヤマザキデイリー　 ストア」を展開します

「ヤマザキベストセレクション」
素材や原材料、製法へのこだわりが生んだ、新しいブランド
です。
バラエティー豊かなスイーツ系の菓子パンシリーズ、充実の
惣菜パンシリーズ、朝食におすすめの食事パンシリーズなど、
幅広いラインアップがございます。

パンコーナー

メロンパン
プレミアム

大きなツナマヨネーズパン

スライスサービス
食パンをお好みの厚さにスライスい
たします。スライスしたての、より新
鮮な食パンをお楽しみいただけます。

いつもいれたての
味と香りをお楽し
みいただけます。

カフェコーナー
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素材、品質にこだわった
「おにぎり」
ごはんをよりふっくら炊きあ
げる最新鋭の炊飯設備導入に
より、おいしくなった「おに
ぎり」をご用意
しております。

予約販売

厳選したバター、たまご、生クリー
ムを贅沢に使用した、限定生産の
高級食パン「ゴールドソフト」を、
下記のデイリーヤマザキウェブ.
サイトで予約販売をしております。
なお、ご予約いただいた商品は、
店頭でのお受取りになります。

ロイヤルブレッドを活用した「一層サンド」
「ロイヤルブレッド」にこだわりの具材
をサンドした「一層サンド」など、バラ
エティー豊かなサンドイッチを取り揃え
ております。

㈱不二家、ヤマザキ・ナビスコ
㈱、㈱東ハトなど当社グループ
のブランド力を活かした、豊富
なラインアップを取り揃えてお
ります。

当社グループのオリジナルブランド
「スイーツ派！」

「パイシュー」、「フルーツロール
ケーキ」など本格スイーツをお手
軽にお楽しみいただけます。

「豆いっぱい大福」、店内で揚げ
た「かりんとう饅頭」など、バ
ラエティー豊かな和菓子をおひ
とつからお求めいただけます。

「チュロス」、「ケーキあ
んドーナツ」など揚げ
たてのドーナツをご用
意しております。

「ニューヤマザキデイリー　 ストア」を展開します

和菓子コーナー
ドーナツコーナー

洋菓子コーナー

調理パン・米飯類コーナー
菓子コーナー

http://www.daily365.net/
365shop/goldsoft

ゴールドソフト

一層サンド

贅沢な
クリームの
ロールケーキ

豆いっぱい大福

パイシュー

かりんとう饅頭

贅沢なクリームの
エクレア

特撰おむすび
紅鮭

チュロス

ニューヤマザキデイリーストア　朝霞駅前店　
（埼玉県朝霞市　平成25年6月4日オープン）

もっちりとした
食感の
「生パスタ」
新たな製麺設備導入により、表
面は滑らかで、弾力のあるもっち
りとした食感が楽しめる「生パス
タ」をご用意しております。

生パスタ 
カルボナーラ
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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25年6月30日現在

前期末
平成24年12月31日現在

増　減

資産の部
流動資産 213,868 226,379 △12,510

固定資産 431,578 429,328 2,249

　有形固定資産 292,765 293,714 △949

　無形固定資産 30,880 31,283 △402

　投資その他の資産 107,933 104,331 3,601

資産合計 645,447 655,708 △10,260

負債の部
流動負債 210,043 220,999 △10,956
固定負債 166,791 171,591 △4,799

負債合計 376,834 392,591 △15,756

純資産の部
株主資本 234,503 232,686 1,817

　資本金 11,014 11,014 ─
　資本剰余金 9,676 9,676 ─
　利益剰余金 214,601 212,758 1,842

　自己株式 △788 △762 △25

その他の包括利益累計額 12,564 9,051 3,513
少数株主持分 21,543 21,379 164

純資産合計 268,612 263,116 5,495
負債純資産合計 645,447 655,708 △10,260

（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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貸借対照表のポイント

借入金の約定返済や仕入債務の減少等により、負債合計
は157億56百万円減少し、3,768億34百万円となりました。

株式相場の上昇により投資有価証券が増加したこと等も
あり36億1百万円増加し、1,079億33百万円となりました。

利益剰余金が18億42百万円、その他有価証券評価差額金
が31億49百万円それぞれ増加したことにより、純資産合計
は54億95百万円増加し、2,686億12百万円となりました。

受取手形及び売掛金が前期末と比較して季節的変動によ
り120億86百万円減少したこともあり、流動資産合計は
125億10百万円減少し、2,138億68百万円となりました。

有形固定資産は、㈱サンデリカ滋賀事業所の新設や、
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9億49百万円減少し、ま
た無形固定資産は、のれんの償却等により4億2百万
円減少し、有形・無形固定資産合計は3,236億45百万
円となりました。
当第2四半期の設備投資額は、182億97百万円、減価
償却実施額は189億92百万円であります。

負債合計

投資その他の資産

純資産合計

流動資産

有形・無形固定資産

財務諸表（連結）
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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25年 1 月 1 日から
平成25年 6 月30日まで

前第2四半期
平成24年 1 月 1 日から
平成24年 6 月30日まで

増　減

売上高 473,631 477,005 △3,373

売上原価 299,510 301,531 △2,021

売上総利益 174,121 175,473 △1,352

販売費及び一般管理費 162,280 159,753 2,527

営業利益 11,840 15,720 △3,880

営業外収益 1,902 1,426 475

営業外費用 1,086 1,155 △69

経常利益 12,656 15,991 △3,335

特別利益 35 1,188 △1,153

特別損失 1,040 1,398 △357

税金等調整前四半期純利益 11,651 15,781 △4,130

法人税等 6,030 7,631 △1,601

少数株主損益調整前四半期純利益 5,620 8,150 △2,529

少数株主利益 261 349 △87

四半期純利益 5,358 7,800 △2,441

（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25年 1 月 1 日から
平成25年 6 月30日まで

前第2四半期
平成24年 1 月 1 日から
平成24年 6 月30日まで

増　減

営業活動によるキャッシュ・フロー 34,266 37,098 △2,832

投資活動によるキャッシュ・フロー △18,656 △20,830 2,173

財務活動によるキャッシュ・フロー △13,922 △11,029 △2,893

現金及び現金同等物に係る換算差額 180 26 153

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,866 5,265 △3,398

現金及び現金同等物の期首残高 89,205 70,943 18,262

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 ─ 272 △272

現金及び現金同等物の四半期末残高 91,072 76,481 14,591

（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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食パンや和菓子、製菓・米菓・その他商品類の売上が
伸び悩み、前年同期に比べ0.7％の減収となりました。

減収と物流費や広告・販売促進費用等が増加したこと
もあり、前年同期を24.7％下回りました。

前年同期に比べ20.9％の減益で、売上高経常利益率
は2.7％となりました。

前年同期を31.3％下回り、四半期純利益率は1.1％
となりました。

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
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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25年6月30日現在

前期末
平成24年12月31日現在

増　減

資産の部

流動資産 114,700 123,363 △8,662

固定資産 338,440 335,935 2,504

　有形固定資産 184,658 187,562 △2,903

　無形固定資産 11,108 10,309 799

　投資その他の資産 142,672 138,063 4,609

資産合計 453,140 459,299 △6,158

負債の部

流動負債 122,597 130,095 △7,498

固定負債 94,806 99,103 △4,297

負債合計 217,403 229,199 △11,796

純資産の部

株主資本 223,264 220,601 2,662

　資本金 11,014 11,014 ─

　資本剰余金 9,676 9,676 ─

　利益剰余金 203,362 200,673 2,688

　自己株式 △788 △762 △25

評価・換算差額等 12,473 9,497 2,975

純資産合計 235,737 230,099 5,637

負債純資産合計 453,140 459,299 △6,158

（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25年 1 月 1 日から
平成25年 6 月30日まで

前第2四半期
平成24年 1 月 1 日から
平成24年 6 月30日まで

増　減

売上高 315,961 319,551 △3,590

売上原価 215,554 217,562 △2,008

売上総利益 100,406 101,989 △1,582

販売費及び一般管理費 91,868 90,773 1,095

営業利益 8,537 11,215 △2,677

営業外収益 2,680 2,025 654

営業外費用 501 536 △34

経常利益 10,716 12,705 △1,988

特別利益 7 1,107 △1,099

特別損失 483 989 △505

税引前四半期純利益 10,240 12,823 △2,582

法人税等 4,039 5,330 △1,290

四半期純利益 6,200 7,492 △1,291

（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

　平成25年9月1日（日）から11月15日（金）まで
の期間中、ヤマザキ「秋のわくわくプレゼント」キャン
ペーンを実施いたします。
　対象製品についている点数券を集めてご応募いただく
と、抽選で総計34,000名様に素敵な賞品をプレゼン
トいたします。
　詳しくは対象製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®

パークチケット（ペア）＋お食事券（ペア）

Ｃコース ヤマザキグループのお菓子セット

Ｂコース ヤマザキオリジナル
東京ディズニーリゾート®30周年  デリカポット

〜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
開しております。

http://www.yamazakipan.co.jp/
※写真は本年4月にお届けしたものです。

YAMAZAKI インフォメーション
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従業員役員
連 結 25,392名

（男性20,174名、女性5,218名）

当 社 17,075名
（男性14,008名、女性3,067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 11,132名

（前期末比2,361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
公益財団法人飯島藤十郎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
明治安田生命保険相互会社 6,501,500 2.9
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 5,603,000 2.5
飯島　和 4,494,000 2.0
日本興亜損害保険株式会社 4,168,396 1.8

その他の法人
39.4%
（165名／
86,787千株）

金融機関
28.3%
（59名／
62,343千株）

 個人・その他
19.0%
（10,575名／
41,935千株）

100万株以上
73.9%
（48名／
162,816千株）

 証券会社   0.3%（33名／706千株）

 外国人 13.0%（300名／28,508千株）

 1,000株未満 0.2%（2,355名／554千株）

 1万株以上 4.5%（398名／9,905千株）

 1,000株以上 6.9%（8,225名／15,150千株）

 10万株以上   14.5%（106名／31,855千株）

●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 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 山崎　晶男
常 勤 監 査 役 有泉　　厚
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25年6月30日現在）

役員・従業員（平成25年6月30日現在）

（注）	 公益財団法人飯島藤十郎記念食品科学振興財団は、平成25年4月1日
付で財団法人飯島記念食品科学振興財団が公益財団法人に移行し名
称変更したものであります。
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グループ概要（平成25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、上海、ジャカルタ

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
株式会社スリーエスフーズ 480 100 パンの製造及び販売
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28社であります。なお、㈱デイリーヤマザキは、平成25年7月1日付をもって当社と合併し解散しました。

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い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。

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


