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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68期事業年度（平成27年1月1日から平成27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、お客様の根強い節約志向のもとで販売競争が激化し、厳
しい経営環境となりましたが、当社グループは、「厳撰100品」を中心に主力製品
の拡販につとめるとともに、高品質・高付加価値戦略を推進するなど、営業・生産
が一体となった部門別製品戦略・営業戦略を推進し、売上向上をめざしました。
　当期の連結業績につきましては、お蔭様で、当社グループの大きな経営目標であ
りました、連結売上高1兆円の事業規模を達成することができました。当社が12年
余りにわたり、鋭意取り組んでまいりました、すべての仕事を種蒔きの仕事から開
始する生命の道の教えに導かれる部門別製品戦略・営業戦略、小委員会による「な
ぜなぜ改善」の経営手法が軌道に乗り、営業部門・生産部門一体となった戦略の展
開により大幅な業績向上を実現することができました。この1兆円事業規模は、山
崎製パン本体の努力はもとより、子会社各社も業績に貢献し、当社グループの総力
で達成できたものであります。
　さて、昨年来、会社法改正や東京証券取引所のコーポレートガバナンス・コード
への対応が求められる中で、改めて当社の経営理念や経営方針について検討し、当
社が従来より掲げてまいりました「経営基本方針（綱領および具体方針）」に加え、「21
世紀のヤマザキの経営方針」を新たに定め、当社グループのあるべき姿について方
向付けをいたしました。（「経営基本方針（綱領および具体方針）」ならびに「21世
紀のヤマザキの経営方針」は、右頁に掲載）
　1兆円事業規模を達成した当社グループは、新しいスタートを切ることになりま
したが、今後、この「21世紀のヤマザキの経営方針」に従って、山崎製パン本体で
見出した経営手法を順次、子会社に導入し、子会社における問題・課題に一つひと
つ丁寧に対処し、当社グループの更なる成長をめざしてまいります。
　本年12月には、当社創業の地であります市川工場跡地にヤマザキパン中央研究
所兼研修所ならびに飯島藤十郎社主記念ホール（仮称）が竣工し、グランドオープ
ニングを迎えます。これを21世紀のヤマザキの前進基地として、当社グループ一
丸となって新しい価値と新しい需要を創造し、使命達成に邁進してまいりますので、
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。
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経営基本方針

（1）	わが社は、企業経営を通じて社会の進展と文化の向上に
寄与することを使命とし、個人の尊厳と自由平等の原理
に基づき、困難に屈することのない勇気と忍耐とによっ
て高い倫理的水準に導かれる事業を永続させること。

（2）	われわれは、常に良きものへ向って絶えず進歩しつづけ
るため、各人が自由な決心に基づき、正しき道につき、断
固として実行し、自主独立の協力体制を作り、もって使命
達成に邁進すること。

綱 領

❶.最高の品質と最善のサービス（今日到達しうるベストクオリ
ティー・ベストサービスの実践、実行、実証）を目標とし、品質
は今到達しうる最高のものであり、新鮮であること。

. それは製品、組織、仕事、工場、財産並びに設備のなかに表わさ
るべきこと。

❷.充実した効率のよい積極的な組織体を作りあげ、そして維持拡
充していくため、あらゆる可能の努力を注ぐこと。

. その組織体の人々は、会社を信頼し、仕事が喜びであり、普通で
はできない仕事を完遂することが個人的な願望にまでなって
いること。

❸.入手できる限りの、事業に独特な要求に適合した最善の設備
と施設を備えること。

. この設備や施設の調達は、維持運営が経済的であることと会
社の組織に最も仕事をしやすい道具を与えるという二つの観
点から考えられること。

❹.産業界と一般社会との間に協力関係を創り出し、維持してい
くため、実行可能な一切のことを行なっていくこと。

❺.業務の遂行に関するすべての決定を行なうにあたって、常に
その一件を処理する上での便宜よりも、事業全体にとって何
が正しいか、何が最善であるかを中心に考えること。

❻.顧客に接するときは、常に公明正大で、かつ相手が何を欲して
いるかを充分に考慮すること。

. 配達や品質やサービスについては、その成果が最優秀なもの
になるように努力すること。

具体方針

21世紀のヤマザキの経営方針
当社は、21世紀の事業環境と社会の変化に対応するため、

「企業経営を通じて社会の進展と文化の向上に寄与すること
を使命とし、自主独立の協力体制を作り、もって使命達成に邁
進する」という山崎製パン株式会社の「経営基本方針（綱領お
よび具体方針）」を改めて高く掲げると同時に、これを補完す
るため、科学的根拠の上に立った食品安全衛生管理体制の上
に築き上げる科学的・合理的な事業経営手法として、すべての
仕事を種蒔きの仕事から開始する生命の道の教えに導かれる
部門別製品施策・営業戦略、小委員会による「なぜなぜ改善」を
実践、実行、実証することを21世紀のヤマザキの経営方針と
いたします。

具体的な事業経営にあっては、「良品廉価・顧客本位の精神
で品質と製品、サービスをもって世に問う」というヤマザキの
精神と「知恵と知識によって変化に挑戦し、新しい価値と新し
い需要を創造する」という生命の道を導く言葉を21世紀のヤ
マザキを導く言葉として掲げ、生命の道の教えと、ピーター・
ドラッカーのセルフアセスメントツールである5つの重要な
質問による管理職の5Sと全員参加の従業員の5Sを連動さ
せる「2本立ての5S」によって、会社別、部門別の製品施策・営
業戦略、小委員会による「なぜなぜ改善」に徹し、新しい価値と
新しい需要を創造して21世紀のヤマザキの使命達成に邁進
してまいります。

【平成27年7月制定】
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事業の概要
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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、景気の緩やか
な回復基調が続き、個人消費は雇用・所得環境の持ち直
しを背景に総じて底堅く推移しました。
　パン・菓子業界にありましては、お客様の節約志向が
根強い市場環境の下で販売競争が激化するとともに、円
安による輸入原材料価格の上昇により収益が圧迫され
る厳しい経営環境となりました。また、コンビニエンスス
トア業界にありましては、大手チェーンの出店攻勢によ
り店舗間の競争が激化しました。
　このような情勢下にありまして、当社グループは、品質
向上と新製品開発に積極的に取り組み、「厳撰100品」を
中心とした主力製品の拡販につとめるとともに、高品質・
高付加価値戦略を推進するなど、営業・生産が一体となっ
た部門別製品戦略・営業戦略を推進してまいりました。ま

た、製品アイテム数を適切な水準に管理して生産面の効
率化や物流費の抑制をはかるとともに、品質訴求によっ
て販売促進費を削減しつつ売上向上をめざしました。
　当社は、期央に実施された業務用小麦粉の値上げに対
応して、原料費の上昇を吸収し高品質で安全・安心な製
品を提供するため、７月から一部製品を値上げするとと
もに、規格改定を実施し品質訴求によって市場への浸透
をはかりました。これらの努力によって販売単価のアッ
プがはかられるとともに、販売数量の維持拡大がなされ
順調な売上を達成することができました。
　当期の業績につきましては、お蔭様で当社グループの
大きな経営目標でありましたグループ売上高1兆円の事
業規模を達成することができました。また、平成14年か
ら取り組んでまいりました、すべての仕事を種蒔きの仕
事から開始する生命の道の教えに導かれる部門別製品
施策・営業戦略、小委員会による「なぜなぜ改善」の経営
手法が軌道に乗り、営業・生産が一体となった部門別製
品戦略・営業戦略の推進による業績向上を実現すること
ができました。なお、連結当期純利益につきましては、前
期に厚生年金基金代行返上益を特別利益に計上したこ
とや、税制改正に伴う繰延税金資産の取崩による影響で
税負担が増加したこともあり、前期を下回りました。
［セグメント別の状況は5頁から11頁のとおりです。］

当期における連結業績の概況
	 1兆	271億	99百万円	（対前期比.103.2%）売上高

	 	270億	 1百万円	（対前期比.129.3%）営業利益

	 	283億	 3百万円	（対前期比.124.3%）経常利益

	 	110億	95百万円	（対前期比. 92.1%）当期純利益	
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経常利益 当期純利益
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先行きは予断を許しません。
　パン・菓子業界におきましては、お客様の根強い節約
志向が続く市場環境の下で販売競争が激化するととも
に、油脂、乳製品などの原料価格の高止まりもあり、厳し
い経営環境が続くことが予測されます。また、コンビニエ
ンスストア業界におきましては、大手チェーンの出店攻
勢が加速し、店舗間の競争が一段と激しさを増すものと
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
続き品質向上と新製品開発に積極的に取り組み、「厳撰
100品」を中心とした主力製品の取扱拡大をはかるとと
もに、高品質・高付加価値戦略を推進するなど、営業・生産
が一体となった部門別製品戦略・営業戦略、小委員会に
よる「なぜなぜ改善」を推進してまいります。さらに、当社
グループ一丸となって管理職のあるべき姿に焦点をあ
てた内部管理体制の充実と業務の効率化をはかり、新し
い価値と新しい需要を創造して使命達成に邁進してま
いります。
　本年12月には、当社の創業の地である千葉県市川市

の市川工場跡地にヤマザキパン中央研究所兼研修所な
らびに飯島藤十郎社主記念ホール（仮称）が竣工し、グラ
ンドオープニングを迎えます。これらの施設は、21世紀
のヤマザキの前進基地として「山崎製パン総合クリエイ
ションセンター（仮称）｣と総称し、当社グループの技術革
新のための研究開発拠点として、最新鋭の設備を備えた
中央研究所を新設するとともに、ヤマザキの精神と当社
グループでこれまで培ってきた技術・ノウハウを体得す
る研修所を併設し、当社グループの将来を担う人材の育
成および管理職をはじめ従業員のあるべき姿を追求し
教育する研修の場として最大限活用し、力強く更なる前
進を期すための体制づくりをめざすものであります。ま
た、飯島藤十郎社主記念ホール（仮称）は、会社の諸業務
だけでなく、学術団体の会合や地域社会の文化事業にも
広く活用し、社会貢献をめざしてまいります。

　今後の見通しといたしましては、わが国経済は景気の
回復基調が続き個人消費が持ち直すことが期待されま
すが、中国経済の減速の影響が懸念されるなど、景気の

次期の見通し

次期の連結業績見通し
	 1兆	510億円	（対前期比.102.3%）売上高

	 	300億円	（対前期比.111.1%）営業利益

	 	310億円	（対前期比.109.5%）経常利益

	 	140億円	（対前期比.126.2%）親会社株主に
帰属する当期純利益
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セグメント別の状況

ブランドの「超芳醇」をリニューアル発売し、当社独
自の技術を活用した湯捏食パンとして、「春のパンまつ
り」を活用しブランドの浸透をはかってまいります。
さらに「ダブルソフト」の使用小麦粉をグレードアッ
プして大幅な品質向上をはかります。「ロイヤルブレッ
ド」、「超芳醇」、「ダブルソフト」を食パンの３大ブラ
ンドとして育成し、品質訴求と売場づくりによって取
扱拡大をはかってまいります。

　食パンは、主力の「ロイヤルブレッド」の売場づく
りを推進し、品質とおいしさの訴求をもって拡販につ
とめるとともに、「ダブルソフト」の品質を向上して価
格の見直しを行い取扱拡大をはかりました。７月の価
格改定による販売単価の上昇もあり、前期の売上を上
回ることができました。
　次期は、主力の「ロイヤルブレッド」の専用コーナー
づくりを推進し拡販につとめてまいります。また、本
年２月から、従来の「芳醇」、「超芳醇」を統一して新

食品事業
売上高 9,536億10百万円（対前期比	103.4%）

92.8%
売上高構成比

ロイヤルブレッド
ゴールド

ダブルソフト
ゴールド

ユアクイーン
ゴールド

ヤマザキゴールドシリーズ

レーズン
ゴールド

ダブルソフトロイヤルブレッド 超芳醇

食パンの3大ブランド

食パン部門　売上高920億31百万円（対前期比	100.3%） 9.0%

34.2%

6.8%

13.0%

13.8%

16.0%

5

010_0847001272803.indd   5 2016/03/16   18:36:13



　菓子パンは、「厳撰100品」を中心に主力製品の品質
向上をはかるとともに、高品質・高付加価値の「おい
しい菓子パン」シリーズに新製品を投入して取扱拡大
をはかりました。また、「ホワイトデニッシュショコラ」、
「アップルパイ」などのペストリーや、コンビニエンス
ストア向けのドーナツが伸長し、大幅な売上増となり
ました。
　次期は、新規技術を活用して既存製品の品質向上に

取り組むとともに、積極的な製品開発を行い、売上拡
大をめざしてまいります。「厳撰100品」を中心とする
売上上位品の取扱拡大を強化するとともに、新規技術
と高品質原料を活用して「おいしい菓子パン」シリー
ズの製品開発を推進してまいります。「ランチパック」
は、食材食パンの品質向上をはかり、幅広い価格帯に
対応した積極的な製品開発を行い売上回復をめざして
まいります。

ホワイトデニッシュショコラ

ランチパック
オールドファッション

ドーナツ

もっちわ

薄皮つぶあんぱん

まるごとソーセージ

アップルパイ

「おいしい菓子パン」シリーズ

メロンクロワッサン

ポニーメリー

菓子パン部門　売上高3,517億8百万円（対前期比	103.8%）

9.0%

34.2%

6.8%

13.0%

13.8%

16.0%
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セグメント別の状況

「山崎謹製」シリーズ

　和菓子は、主力の串団子やまんじゅうが伸長したこ
とに加え、良質な原料と独自の製法で丁寧に仕上げた
「山崎謹製」シリーズの寄与もあり和生菓子が堅調に推
移するとともに、「北海道チーズ蒸しケーキ」など蒸し
パンが好調に推移し、売上増となりました。
　次期は、「山崎謹製」シリーズの風味向上と品質の安
定向上に取り組むとともに、新製品を投入して売場の

拡大をはかります。また、「生どら焼」をはじめチルド
和菓子の開発に取り組むなど、「やまざき」和菓子ブラ
ンドの確立をめざしてまいります。中華まんにつきま
しては、「具たっぷり」シリーズを中心に品質向上をは
かるとともに、新たに「特撰中華まん」を投入し、売
上回復をめざしてまいります。

串だんご
具たっぷり肉まん

具たっぷり
肉まん・
あんまん

北海道チーズ蒸しケーキ

ベルギーチョコ蒸しケーキ

おはぎ

豆大福

生どら焼

よもぎ饅頭酒饅頭

「具たっぷり」シリーズ

特撰.桃山

特撰.月餅

和菓子部門　売上高699億22百万円（対前期比	101.5%）

9.0%

34.2%

6.8%

13.0%

13.8%

16.0%
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プレミアムスイーツ

　洋菓子は、厳選した素材を使って丁寧に作りあげた
「プレミアムスイーツ」が新製品投入の効果もあり大き
く伸長するとともに、品質を向上した「まるごとバナ
ナ」の売上が倍増し、２個入り生ケーキが大きく伸長
するなど、大幅な売上増となりました。
　次期は、「まるごとバナナ」や２個入り生ケーキなど

主力製品の拡販につとめるとともに、「プレミアムス
イーツ」に季節製品を投入してラインアップを充実し、
新たに「シフォンケーキ」などチルド温度帯のスナッ
クケーキの開発にも取り組み、売上拡大をめざしてま
いります。

北海道産牛乳の
カスタード＆ホイップシュー

ホワイトフロマージュ

苺のショートケーキ

まるごとチョコバナナ

まるごとバナナ

モンブラン

生クリームロール ふんわりワッフル

洋菓子部門　売上高1,338億83百万円（対前期比	104.1%）

9.0%

34.2%

6.8%

13.0%

13.8%

16.0%

8

010_0847001272803.indd   8 2016/03/16   18:36:20



セグメント別の状況

　調理パン・米飯類は、㈱サンデリカが最新鋭の炊飯
設備を導入するなど米飯類の品質向上につとめ、コン
ビニエンスストアチェーンとの取引が拡大し、売上増
となりました。
　次期は、㈱サンデリカの事業所への最新鋭の炊飯設
備の導入を推進し、品質の安定向上をはかってまいり
ます。また、マーケティングを強化し、季節感ある製
品提案と重点製品の育成に取り組むとともに、コンビ
ニエンスストアチェーンとの取引拡大をはかってまい
ります。

サンドおむすび
玉子焼&ボロニアソーセージ

サンドおむすび
チキン南蛮

ずっしりキャベツ
メンチカツバーガー

てりやきバーガー とろ〜りとした
チーズのハンバーガー

大きなサンド
ミックス

焼きそばロール

鮭

ツナマヨネーズ

たまごロール 大きなサンド
野菜サンド

こだわり
白身魚フライの

海苔弁当

おかず
幕の内弁当

石臼挽きそば粉
使用ざるそば

焼きナポリタン

香ばしい
ソース焼きそば

調理パン・米飯類部門　売上高1,414億49百万円（対前期比	105.6%）

9.0%

34.2%

6.8%

13.0%

13.8%

16.0%
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　製菓・米菓・その他商品類は、㈱不二家の中国事業
が伸長するとともに、ヤマザキ・ナビスコ㈱の「チッ
プスター」や「エアリアル」などのスナックが大きく
伸長したこともあり、売上増となりました。
　次期は、グループ各社の特徴のある製品群を活用し
たカテゴリー別のブランド戦略を力強く推進すると.

ともに、新製品の積極的開発によって、新しい価値の
創造をめざしてまいります。

エアリアル
チップスター

スリムサンド

キャラメルコーン

あみじゃがオールレーズン ハーベスト

カントリーマアム

ホームパイ

ポップキャンディ

ミルキー

ヤマザキ・ナビスコ㈱は、平成28年9月1日をもって、商号を.
ヤマザキビスケット㈱に変更する予定です。

割りせんべい

やわらかしょうゆ餅

ちょいパク
ラスク

しょうゆせんべい

柿の種＆ピーナッツ

製菓・米菓・その他商品類部門　売上高1,646億13百万円（対前期比	103.0%）

9.0%

34.2%

6.8%

13.0%

13.8%

16.0%
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（百万円）

40,000

30,000

50,000

60,000

70,000
売上高

第65期

67,436

第66期

63,265

第67期

63,598

第68期

63,918

セグメント別の状況

　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、当社グループの総力を挙げて「ヤマザキベ
ストセレクション」を中心にパン、和洋菓子、米飯、サン
ドイッチ、調理麺の品質向上と製品開発に取り組むとと
もに、店舗での品揃えの充実をはかり、「春のパンまつ
り」などのキャンペーンを活用して来店客数と店舗売上
の増加をめざしました。デイリーヤマザキ独自の店内調
理システムであるデイリーホットにつきましては、「塩
バターパン」のヒットもあり売上が伸長しました。また、
直営店の中から重点管理店を選定し、デイリーヤマザキ
のリージョンと当社の各工場が一体となって店舗運営
の改善を推進するとともに、店舗改装に取り組み既存店
の売上向上をはかりました。
　「デイリーヤマザキ」加盟店の減少によりロイヤリ
ティ収入が減少しましたが、直営店売上が増加し前期の

売上を上回りました。一方では、直営店のコスト増もあ
りましたが、各工場と一体となった取組みにより収益の
改善をはかりました。
　次期は、当社グループの総力を結集して、ヤマザキ独
自のチェーン展開をめざしてまいります。当社グループ
の強みを最大限活用し、「ヤマザキベストセレクション」
を中心にお客様に喜ばれる製品提供につとめるととも
に、リージョンと各工場が一体となって、重点管理店を
中心とした諸施策を実践、実行、実証し、店舗競争力の強
化をはかり業績の改善をめざしてまいります。また、店
舗開発にも重点を置いて取り組み、チェーン店舗数の拡
大を期してまいります。

6.2%
売上高構成比

流通事業
売上高 639億18百万円（対前期比	100.5%）

●デイリーヤマザキ
1,283店

（前期末差.103店減）
●ニューヤマザキデイリーストア

230店
（前期末差. 94店増）

●ヤマザキデイリーストアー
48店

（前期末差. 16店減）

1,561店
（前期末差.25店減）

当期末の店舗数

デイリーヤマザキ富津岬店（千葉県富津市） 塩バターパン

デイリーホット

11
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製品情報

幅広いお客様にご愛顧いただいた湯捏食パンの「超芳醇」、「芳醇」を統一し、
品質を向上して新しい「超芳醇」としてリニューアル発売いたしました。
新しい「超芳醇」は、当社独自の技術と製法により、小麦本来の自然な甘みと
豊かな香りを引き出し、食べ応えのあるもっちりとした食感を際立たせました。
トーストすると、中はもっちり、外はサクサクとした食感をお楽しみいただけ
ます。ぜひ毎日の食卓で味わっていただきたい食パンです。

～ほんのり甘くて、もっちりおいしい。～

「超芳醇」  が新しくなりました

ホクホクじゃがベーコントースト

作り方

❶	パンのミミの中央から4ヶ所に
切り込みを入れ、切り込み部分
を重ねます。

❷	じゃがいもはゆでてつぶし、マヨネーズと黒こしょう
で混ぜ合わせ、❶の中央部にのせます。5mm幅に
切ったベーコン、輪切りにしたうずらの卵、チーズを
のせてトースターで焼き、刻みパセリを散らします。

材料＜1人分＞

「超芳醇」を使ったRECIPE

	TV-CM
超芳醇「登場」篇

●.超芳醇6枚切. 1枚
●.じゃがいも. 1／2個
●.マヨネーズ. 小さじ1
●.黒こしょう. 少々
●.ベーコン. 1／2枚
●.うずらの卵（水煮）. 1個
●.ピザ用チーズ. 10g
●.刻みパセリ. 少々

12
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当社グループの店舗網

ニューヤマザキデイリーストア（コンビニエンスストア）

神奈川：中丸子ことぶきや店（平成27年4月オープン）

ヤマザキショップ（地域密着型小売店）

山梨：河口湖大石店（平成27年10月オープン）

千葉：イオンタウン成田富里店（平成27年11月オープン）

不二家（洋菓子店）

13
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茨城：つくば店（平成27年4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）

ハースブラウン（フレッシュベーカリー）

福岡：博多店（平成27年10月改装オープン）

千葉：千葉ニュータウン中央店（平成27年7月オープン）

14
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社会貢献への取組み

　当財団の設立より今日までに実施してきました助成
事業の総件数は2,100件を超え、助成額では総額37
億9,000万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、全国の大
学および附属研究機関の個人研究、共同研究を対象に
1,325件、総額26億3,700万円の助成を行いました。
　また、学術研究国際交流援助では、研究者の海外派遣
援助、国際学術会議開催援助および外国人留学生研究助
成として、272件、1億7,785万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、公益財
団法人飯島藤十郎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。
　飯島藤十郎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
人として着実な活動を積み重ねた後、平成25年4月に
公益財団法人に移行し、平成26年7月には設立30周
年を迎えました。

　当財団では食品科学の学術研究および食品加工等の技
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、
「飯島藤十郎食品科学賞」お
よび「飯島藤十郎食品技術
賞」を設けております。
　これまでに33件、研究奨
励金の総額は1億500万円
となっております。

公益財団法人飯島藤十郎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

飯島藤十郎食品科学賞
飯島藤十郎食品技術賞

学術研究助成事業等

飯島藤十郎食品科学賞
平成26年度学術研究助成金贈呈式、飯島藤十郎賞授与式並びに
特定課題研究等助成金贈呈式で挨拶する飯島幹雄理事長
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　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

飯島藤十郎食品科学賞を受賞された河田照雄教授の特別講演

個人研究
■演題 「重要貯穀害虫タバコシバンムシの新防除資材と

しての産卵制御剤の開発」
　座長 一色.賢司（一般財団法人日本食品分析センター.学術顧問）
　講演者 堀.雅敏（東北大学大学院農学研究科）
■演題 「米糠の高機能化を目指した新規発酵技術の開発」
　座長 鈴木.徹（東京海洋大学海洋科学部.教授）
　講演者 小関.卓也（山形大学農学部）
■演題 「焼成パンの加圧冷却に関する研究」
　座長 井上.好文（一般社団法人日本パン技術研究所.所長）
　講演者 西津.貴久（岐阜大学応用生物科学部）

共同研究
■演題 「穀物微量成分の機能性評価に資するバイオアッ

セイ系の構築」
　座長 駒井.三千夫（東北大学大学院農学研究科.教授）
　講演者 内田.浩二（名古屋大学大学院生命農学研究科）
■演題 「小麦加工食品からの遺伝子組換えDNAの検知

法の確立」
　座長 佐藤.隆一郎（東京大学大学院農学生命科学研究科.教授）
　講演者 小関.良宏（東京農工大学大学院工学研究院）

特別講演
【飯島藤十郎食品技術賞受賞研究】
■演題 「食品として利用可能なエクオール産生乳酸菌の発見

とそれを利用したエクオール含有食品の開発」
　座長 畑江.敬子（昭和学院短期大学.学長）
　講演者 内山.成人（大塚製薬株式会社佐賀栄養製品研究所.

主任研究員）
【飯島藤十郎食品科学賞受賞研究】
■演題 「肥満とエネルギー代謝に関する食品健康機能学研究」
　座長 上野川.修一（東京大学.名誉教授）
　講演者 河田.照雄（京都大学大学院農学研究科.教授）

平成27年11月24日開催

●第27回学術講演会テーマ（敬称略）
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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27年12月31日現在

前期末
平成26年12月31日現在

増　減
資産の部
流動資産 257,669 259,634 △1,965
固定資産 443,328 442,415 912
　有形固定資産 296,269 295,754 514
　無形固定資産 24,243 26,988 △2,744
　投資その他の資産 122,815 119,672 3,142
資産合計 700,997 702,049 △1,052
負債の部
流動負債 240,005 240,350 △344
固定負債 165,376 193,380 △28,003
負債合計 405,382 433,730 △28,348
純資産の部
株主資本 260,302 248,420 11,881
　資本金 11,014 11,014 ─
　資本剰余金 9,676 9,676 ─
　利益剰余金 240,481 228,556 11,924
　自己株式 △870 △826 △43
その他の包括利益累計額 11,981 △2,613 14,594
少数株主持分 23,331 22,511 819
純資産合計 295,614 268,318 27,295
負債純資産合計 700,997 702,049 △1,052

（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27年 1 月 1 日から
平成27年12月31日まで

前　期
平成26年 1 月 1 日から
平成26年12月31日まで

増　減

売上高 1,027,199 995,011 32,188
売上原価 658,638 638,871 19,766
売上総利益 368,561 356,139 12,421
販売費及び一般管理費 341,559 335,263 6,296
営業利益 27,001 20,876 6,125
営業外収益 2,973 3,717 △743
営業外費用 1,671 1,822 △151
経常利益 28,303 22,770 5,532
特別利益 822 10,874 △10,052
特別損失 3,536 7,966 △4,430
税金等調整前当期純利益 25,588 25,678 △90
法人税、住民税及び事業税 12,271 10,655 1,615
法人税等調整額 1,111 2,231 △1,119
法人税等合計 13,382 12,887 495
少数株主損益調整前当期純利益 12,205 12,791 △585
少数株主利益 1,110 743 366
当期純利益 11,095 12,048 △952

（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

投資その他の資産
税制改正に伴う法定実効税率の引下げ等により繰延税金資産が減
少しましたが、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31億42百万円増加し、1,228億15百万円となりました。

借入金の約定返済や退職給付に係る負債等の減少により、負債
合計は283億48百万円減少し、4,053億82百万円となりました。

負債合計

利益剰余金が119億24百万円、その他有価証券評価差額金
が116億41百万円それぞれ増加したことにより、純資産合計
は272億95百万円増加し、2,956億14百万円となりました。

純資産合計

現金及び預金が借入金の返済等により27億6百万円減少し
たこと等により、流動資産合計で19億65百万円減少し、
2,576億69百万円となりました。

流動資産

菓子パンや和洋菓子が好調に推移したこともあり、前期に比
べ3.2％の増収となりました。

売上高

増収による売上総利益の増加と減価償却費や販売促進費等
の減少により、前期に比べ29.3％の増益となりました。

営業利益

前期に比べ24.3％の増益で、売上高経常利益率は2.8％となりました。
経常利益

前期において厚生年金基金代行返上益を特別利益に計上したこ
とや、税制改正に伴う繰延税金資産の取崩による影響で税負担
が増加したことにより、前期に比べ7.9％の減益となりました。

当期純利益

有形固定資産は、品質向上のための生産設備の更新等によ
り５億14百万円増加、また無形固定資産は、ソフトウエア等
の償却により27億44百万円減少し、有形・無形固定資産合
計は3,205億12百万円となりました。
当期の有形固定資産の設備投資額は、363億90百万円、減
価償却実施額は337億74百万円であります。

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27年 1 月 1 日から
平成27年12月31日まで

前　期
平成26年 1 月 1 日から
平成26年12月31日まで

増　減

営業活動によるキャッシュ・フロー 55,416 64,757 △9,341

投資活動によるキャッシュ・フロー △34,669 △31,954 △2,714

財務活動によるキャッシュ・フロー △24,265 61 △24,327

現金及び現金同等物に係る換算差額 52 111 △58

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,465 32,975 △36,441

現金及び現金同等物の期首残高 112,181 79,205 32,975

現金及び現金同等物の期末残高 108,716 112,181 △3,465

（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

自己資本比率売上高経常利益率

655,708

263,116

656,629

275,596

702,049
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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

退職給付に
係 る
調整累計額

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

当期首残高 11,014 9,676 228,556 △826 248,420 16,126 18 44 △185 △18,616 △2,613 22,511 268,318

　会計方針の変更による
　累積的影響額 4,340 4,340 4,340

会計方針の変更を
反映した当期首残高 11,014 9,676 232,897 △826 252,761 16,126 18 44 △185 △18,616 △2,613 22,511 272,659

当期変動額
　剰余金の配当 △3,511 △3,511 △3,511

　当期純利益 11,095 11,095 11,095

　自己株式の取得 △43 △43 △43

　株主資本以外の項目の
　当期変動額（純額） 11,641 △26 36 249 2,693 14,594 819 15,414

当期変動額合計 ─ ─ 7,584 △43 7,540 11,641 △26 36 249 2,693 14,594 819 22,955

当期末残高 11,014 9,676 240,481 △870 260,302 27,767 △7 81 63 △15,923 11,981 23,331 295,614

連結株主資本等変動計算書	（平成27年1月1日から平成27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27年12月31日現在

前期末
平成26年12月31日現在

増　減

資産の部
流動資産 154,537 157,108 △2,570
固定資産 369,489 367,997 1,491
　有形固定資産 193,961 196,717 △2,755
　無形固定資産 8,799 11,093 △2,294
　投資その他の資産 166,728 160,186 6,541
資産合計 524,026 525,106 △1,079
負債の部
流動負債 156,563 159,216 △2,652
固定負債 101,528 121,221 △19,692
負債合計 258,092 280,437 △22,344
純資産の部
株主資本 238,600 228,747 9,853
　資本金 11,014 11,014 ─
　資本剰余金 9,676 9,676 ─
　利益剰余金 218,780 208,883 9,896
　自己株式 △870 △826 △43
評価・換算差額等 27,332 15,920 11,411
純資産合計 265,933 244,668 21,264
負債純資産合計 524,026 525,106 △1,079

（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27年 1 月 1 日から
平成27年12月31日まで

前　期
平成26年 1 月 1 日から
平成26年12月31日まで

増　減

売上高 720,205 695,538 24,666

売上原価 483,958 466,687 17,271

売上総利益 236,247 228,851 7,395

販売費及び一般管理費 218,574 216,048 2,525

営業利益 17,672 12,802 4,869

営業外収益 4,069 4,685 △616

営業外費用 1,193 1,222 △28

経常利益 20,548 16,265 4,282

特別利益 257 697 △439

特別損失 2,567 3,132 △564

税引前当期純利益 18,238 13,830 4,407

法人税、住民税及び事業税 8,016 7,080 936

法人税等調整額 982 △922 1,905

法人税等合計 8,998 6,157 2,841

当期純利益 9,239 7,673 1,566
（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

当期首残高 11,014 9,664 11 9,676 2,753 6 500 595 196,480 8,548 208,883 △826 228,747 15,920 244,668
　会計方針の変更による
　累積的影響額 4,168 4,168 4,168 4,168

会計方針の変更を
反映した当期首残高	 11,014 9,664 11 9,676 2,753 6 500 595 196,480 12,717 213,052 △826 232,915 15,920 248,836

当期変動額
　剰余金の配当 △3,511 △3,511 △3,511 △3,511
　税率変更による積立金の調整額 25 △25 ─ ─ ─
　別途積立金の積立 4,200 △4,200 ─ ─ ─
　当期純利益 9,239 9,239 9,239 9,239
　自己株式の取得 △43 △43 △43
　株主資本以外の項目の
　当期変動額（純額） 11,411 11,411

当期変動額合計 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 25 4,200 1,502 5,728 △43 5,684 11,411 17,096
当期末残高 11,014 9,664 11 9,676 2,753 6 500 621 200,680 14,219 218,780 △870 238,600 27,332 265,933

株主資本等変動計算書	（平成27年1月1日から平成27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」～
“白いフレンチディッシュ”プレゼント！

　平成28年2月1日（月）から4月30日（土）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（火）から5月31日（火）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“白いフレンチディッシュ”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をご覧ください。

いろいろな使い方が楽しめる
“白いフレンチディッシュ”	をプレゼント	！

株主・投資家の皆様により投資しやすい環境を整えるため
平成28年7月1日をもって単元株式数を
1,000株から100株に変更いたします。

単元株式数変更のご案内 株主優待情報

株主側で必要な手続きはありますか？

株主様に行っていただく特段のお手続きはありません。

いつから100株単位で売買できますか？
平成28年7月1日（金）から可能です。
【特別口座に記録された株式をご所有の株主様の場合】
特別口座では株式の売買を行うことはできません。特別口座にある株式
を売却するためには証券会社等に開設された証券口座に株式を振り
替える必要があります。株式の振替については三井住友信託銀行証券
代行部（0120-782-031）へお問い合わせください。

単元引下げ後の株主優待制度は？
これまでと同様、当社株式1,000株（新単元株式数100株×10単
元）以上を所有されている株主様を対象といたします。

ホームページアドレス
http://www.yamazakipan.co.jp/

　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。

※ 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（平成27年12月31日現在）

役員・従業員（平成27年12月31日現在）

従業員
連 結 26,222名

（男性20,565名、女性5,657名）

当 社 17,869名
（男性14,625名、女性3,244名）

役員

株式分布状況
●所有者別

100万株以上
71.7%
（44名／
157,937千株）

 証券会社   0.8%（25名／1,840千株）

 外国人 16.0%（385名／35,197千株）

 1,000株未満 0.2%（2,172名／496千株）

 1万株以上 4.4%（352名／9,685千株）

 1,000株以上 5.6%（6,944名／12,400千株）

 10万株以上   18.1%（121名／39,763千株）

その他の法人
39.3%
（171名／
86,647千株）

金融機関
27.1%
（56名／
59,606千株）

 個人・その他
16.8%
（8,996名／
36,990千株）

●所有株数別

株式の状況

大 株 主 （ 上 位 1 0 名 ）

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 9,633名

（前期末比1,590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） 5,512,000 2.5
飯島　和 4,494,000 2.0
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 4,253,396 1.9

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
専 務 取 締 役 飯島　幹雄
常 務 取 締 役 横濱　通雄
常 務 取 締 役 会田　正久
常 務 取 締 役 犬塚　　勇
常 務 取 締 役 関根　　治
常 務 取 締 役 飯島佐知彦

常 務 取 締 役 深澤　忠史
取 締 役 荘司　芳和
取 締 役 園田　　誠
取 締 役 吉田谷良一
取 締 役 原田　明夫（社外取締役）
常 勤 監 査 役 山崎　晶男
常 勤 監 査 役 松田　道弘（社外監査役）
常 勤 監 査 役 大本　一弘
監 査 役 村上　宣道（社外監査役）
監 査 役 齋藤　昌男（社外監査役）
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グループ概要（平成27年12月31日現在）

重要な子会社
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 53.9 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 2,000 100.0 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 80.0 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 480 100.0 ベーカリーカフェの経営
株式会社東ハト 2,168 95.4 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 80.0 パン、和・洋菓子、米飯類等の製造及び販売
大徳食品株式会社 100 100.0 麺類の製造及び販売
ヴィ・ド・フランス・ヤマザキ,Inc．（米国） 5,000千US＄ 100.0 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 236 100.0 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 100 100.0 パン、和・洋菓子、米飯類等の製造及び販売
株式会社スリーエスフーズ 480 100.0 パンの製造及び販売
株式会社高知ヤマザキ 100 100.0 パン、和・洋菓子等の製造及び販売
株式会社末広製菓 100 100.0 米菓、調理パン、米飯類等の製造及び販売
株式会社ヤマザキ物流 300 100.0 物流事業
株式会社サンロジスティックス 380 100.0 物流事業
株式会社ヤマザキエンジニアリング 80 100.0 食品製造設備の設計、監理及び工事の請負

（注） 1. 当社は、平成27年11月4日付で㈱不二家の普通株式2,000,000株を追加取得し、議決権比率は53.9%となりました。
 2. 大徳食品㈱は、㈱サンデリカ全額出資の子会社であり、当社の議決権比率は間接所有割合であります。
 3. ㈱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。
 4. 連結子会社は、上記重要な子会社16社を含む28社であります。

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

事業所一覧
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
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株主メモ

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

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。
 なお、当社の単元株式数は、平成28年7月1日をもって1,000株から100株に変更いたします。

● 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。
● 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、その添付書類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書類につきましては、お取引の証券会社にご確認をお願いします。
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