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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27年1月1日から平成27年6月30日まで）におきましては、
お客様の節約志向が続く中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が、当社グループは、
「厳撰100品」を中心とした主力製品の拡販をはかり、高品質・高付加価値戦略を推
進するなど市場動向に即応した部門別製品施策・営業戦略を推進しました。食パンの
「ロイヤルブレッド」や菓子パンの「厳撰100品」、洋菓子の「プレミアムスイーツ」
など、営業部門がリードし、ヤマザキの技術によって品質を高め、付加価値を付けた
戦略製品群がお客様にしっかり受け入れられ、売上拡大につながりました。
　当第2四半期の連結業績につきましては、好調な売上に支えられ、営業利益、経常
利益とも増益となりましたが、四半期純利益は、前年同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減益となりました。
　下半期につきましては、卵、油脂などの原料価格の上昇に加え、業務用小麦粉の
値上げもあり、収益環境が厳しさを増すことが予測されます。当社は、原材料費の上
昇を吸収し、引き続き高品質で安全・安心な製品を提供するため、7月から一部製品
の価格改定と規格改定を実施しましたが、順調にお客様に受け入れられております。
　今期は、当社グループの連結売上高が初めて、当社の大きな事業目標であります
1兆円を超える見込みとなりました。今後、更なる成長発展をめざし、営業・生産が
一体となった部門別製品施策・営業戦略、小委員会による「なぜなぜ改善」を推進し、
当社グループ一丸となっ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27年8月

代表取締役社長　　　　　　　　　　　
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事業の概要

売上高

5,086億 52百万円
（対前年同期比.104.2%）

営業利益

129億円
（対前年同期比.123.9%）

経常利益

135億 73百万円
（対前年同期比.123.2%）

四半期純利益

39億 91百万円
（対前年同期比.54.4%）

当第2四半期における連結業績の概況
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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、企業収益が

改善し設備投資が持ち直すなど緩やかな回復基調で

推移しました。個人消費につきましては、消費税増

税の影響が一巡して持ち直しの兆しが見えてまいり

ましたが、回復のペースは緩慢なものとなりました。

　当業界におきましては、お客様の節約志向が続く

中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。

　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、.
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事業の概要
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「厳撰100品」を中心とした主力製品の拡販をはか

るとともに、高品質・高付加価値戦略を推進するな

ど、市場動向に即応した部門別製品施策・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、品質訴求の販売活動によって

販売促進費を削減しつつ売上拡大をめざしました。

　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あげて「ヤマ

ザキベストセレクション」を中心にパン、和洋菓子、

調理パン、米飯、麺類の品質向上に取り組むととも

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。また、重点管理店を選

定し、デイリーヤマザキのリージョンと各工場が一

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活性化をはかりました。

　当第２四半期の業績につきましては、売上高は

5,086億52百万円（対前年同期比104.2%）、営業

利益は129億円（対前年同期比123.9%）、経常利

益は135億73百万円（対前年同期比123.2%）と

なりました。四半期純利益は39億91百万円（対前

年同期比54.4%）で、前年同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
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売上高

1兆240億円
（対前期比.102.9%）

営業利益

260億円
（対前期比.124.5%）

経常利益

270億円
（対前期比.118.6%）

当期純利益

95億円
（対前期比.78.8%）

通期の連結業績見通し

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、緩やかな景気の

回復基調が継続し、雇用・所得環境の改善を背景に

個人消費が持ち直していくことが期待されます。

　当業界にありましては、卵、油脂、小豆類などの

原料価格の上昇に加え、４月の輸入小麦の政府売渡

価格引上げを受けて業務用小麦粉が値上げされ、下

半期は収益環境の厳しさが増すことが予測されます。

　このような状況下にありまして、当社は、下半期

に予想される原料費の上昇を吸収し、引き続き高品

質で安全・安心な製品を提供するため、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。お客様の節約志向が続き販売競争が

激化する中、市場動向を注視しつつ一つひとつ丁寧

に対応してまいります。また、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

産が一体となって部門別製品施策・営業戦略を推進

し、業績向上をめざしてまいります。

通期の連結業績予想につきましては、当第２四半期の業績
の状況と今後の収益環境等を踏まえ、売上高予想を上方修
正し、利益予想は据え置きました。
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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、製品の品質向上と新製品開発
に取り組むとともに、「厳撰100品」を中心とした主力製品
の拡販や高品質・高付加価値戦略を推進するなど、部門別
製品施策・営業戦略を推進し、売上は好調に推移しました。
　食パンでは、品質を訴求した「ロイヤルブレッド」が大き
く伸長しました。菓子パンでは、「厳撰100品」が好調に推
移し、高品質・高付加価値製品の「おいしい菓子パン」シリー
ズが伸長しました。洋菓子では、営業と生産が一体となって
開発した「プレミアムスイーツ」シリーズが大きく伸長しま
した。

　食パンは、品質とおいしさを訴求し売場づくりを推進し
た主力の「ロイヤルブレッド」が大きく伸長して食パン部
門を牽引し、前年同期の売上を上回りました。
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食パン部門　売上高488億6百万円（対前年同期比 100.7%）

売上高4,726億26百万円（対前年同期比 104.2%）
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菓子パン部門　売上高1,777億25百万円（対前年同期比 105.5%）

和菓子部門　売上高329億57百万円（対前年同期比 102.3%）

　菓子パンは、「厳撰100品」を中心に主力製品が好調に
推移するとともに、新製品を計画的に投入した「おいしい
菓子パン」シリーズやコンビニエンスストア向けのドーナ
ツが伸長するなど、大幅な売上増となりました。

　和菓子は、串団子やまんじゅうが順調に推移するとと
もに、「北海道チーズ蒸しケーキ」などの蒸しパンが伸長
し、売上は順調でした。
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セグメント別の状況

　洋菓子は、「プレミアムスイーツ」シリーズが大きく伸
長するとともに、品質を向上した「まるごとバナナ」や2
個入りケーキの売上が急速に回復しました。また、昨年
4月1日に㈱不二家が連結子会社化した㈱スイートガーデ
ンの寄与もあり、売上は大きく伸長しました。

　調理パン・米飯類は、㈱サンデリカのコンビニエンス
ストアチェーンとの取引拡大もあり、売上は前年同期を
上回りました。
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洋菓子部門　売上高666億43百万円（対前年同期比 109.4%）
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調理パン・米飯類部門　売上高681億58百万円（対前年同期比 101.4%）
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7

010_0847001632709.indd   7 2015/08/17   20:16:52



9.6%

34.9%

6.5%

13.1%

13.4%

15.4%製菓・米菓・その他商品類部門　売上高783億34百万円（対前年同期比 102.7%）

　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」などのスナックが好調に推移し、
売上増となりました。
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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、

「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、４月以降、既存店売上が回復基調に転じたことに加
え、直営店の増加による増収効果があり、売上増となりました。
　当第２四半期末の総店舗数は、1,571店（前年同期末に対し14
店減）となりました。
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売上高313億64百万円（対前年同期比 103.5%）

ニューヤマザキデイリーストア.市川１丁目店...（千葉県市川市）
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製品情報

フルーツとクリームのポケットサンド

作り方

❶「ダブルソフト」を真ん中から縦に割り、
切り込みを入れてポケットをつくります。

❷.バナナ、パイナップルを食べやすい大きさ
にカットします。

❸.クリームチーズと乳酸菌飲料を混ぜた.
ものをパンのポケットの内側にぬり、❷の
フルーツを入れます。

材料＜1人分＞

●.「ダブルソフト」�������� １枚
●.クリームチーズ������ 大さじ２
●.乳酸菌飲料（濃縮タイプ・原液）.� 小さじ１
●.バナナ���������� １／２本
●.パイナップル�������� １切れ

「ダブルソフト」を使ったRECIPE

「ダブルソフト」は、ミミまでやわらかい食パンを求めるお客様の声に
応えて開発したもので、平成元年の発売以降、お子様からご高齢の方.
まで幅広い層のお客様に愛され続けているロングセラーの食パンです。
発売25周年を機に、「ダブルソフト」の特長はそのままに、さらなる
品質向上をめざして生地配合の改良を実施しました。主原料の小麦粉の
グレードを上げて、小麦本来の香りを引き出すとともに、乳風味をさらに
高めるなど、これまで以上においしさと満足感を高めました。
長年ご愛顧いただいているお客様はもとより、さらに多くの方々にお

召しあがりいただきたい逸品です。

ミミまでやわらかい、ロングセラーの食パン
「ダブルソフト」  をリニューアル発売

ポケットに入れるものをアレンジ
することで、いろいろなポケット
サンドをお楽しみいただけます ！

 TV-CM
ダブルソフト

「しあわせの半分っこ」篇
出演　酒井.美紀
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「PREMIUM SWEETS（プレミアムスイーツ）」シリーズは、素材を厳選し、
当社が培ってきた製法を駆使して丁寧につくりあげた、高品質のデザートシリーズです。
お好みに合わせてお選びいただけるよう、多彩なラインアップを取り揃えております。

生クリームロール

国産小麦粉を使用してしっとり
ふんわりと焼きあげたスポンジ
に、北海道産生クリームを使用
したホイップクリームをたっぷ
りと巻き込みました。

北海道産牛乳の
カスタード＆ホイップシュー
北海道産牛乳入りのシューパフ、
カスタードクリーム、ホイップク
リームを使用しました。

北海道産牛乳の
ホイップカスタードエクレア
北海道産牛乳入りのシューパフ、
ホイップカスタードクリームを使用
して、仕上げにチョコをコーティン
グしました。

ふんわりワッフル

はちみつとたまごを入れて
香り豊かにふんわりと焼き
あげたワッフルに、北海道
産牛乳入りのホイップカス
タードをサンドしました。

ホワイトフロマージュ

北海道産のクリームチーズと牛乳
を使用したチーズケーキに、北海
道産生クリーム入りのホイップク
リームをトッピングしました。
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社会貢献への取組み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（F

ファイダー

IDR）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
国の人々の自立と地域の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。
現在、カンボジア、ベトナム、ネパールで、医療、保
健衛生、教育、農業、収入向上などの分野において、
地域に根ざした援助活動を行っております。また、東日
本大震災の被災地の方々への復興援助活動を継続する
とともに、本年4月に発生したネパール大地震への緊急
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、カンボジア
で、小児外科分野にお
ける医療支援とあわせ、
平成18年から病院等の
給食支援を実施してお
ります。カンボジアで
は、医師の栄養に関する知識は乏しく、FIDRが医療支
援を行っている国立小児病院でも、入院患者の栄養状
態の悪さが原因で本来の治療効果を得られないという
問題がありました。FIDRは、同病院に給食の調理施設
を建設するとともに、日本から栄養学の専門家を招聘
して献立指導や調理スタッフの養成等を行い、栄養に
配慮した給食を提供する体制を確立しました。現在は、
同病院以外の施設に対し、給食の運営管理に関する知
識の普及や技能の指導にも取り組むとともに、子ども
の食事摂取基準策定のための調査を保健省とともに進

めており、今後
も、カンボジア
の子どもたちの
栄養水準向上に
向けた活動を継
続して実施して
まいります。

「いっぱい食べて、早く治そうよ.!.」
（カンボジア国立小児病院）

 FIDRへの支援

 FIDRのカンボジアでの援助活動

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

ベトナム

カンボジア

ネパール
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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/

ヤマザキ「ラブ・ローフ」募金への協力

FIDRは、本年4月25日に
発生したネパール大地震への
緊急援助活動および復興支援
活動を実施しております。
FIDRは、平成24年からネ
パール中部の山間部にあるダーディン郡において地域
の生活向上の支援活動を行っておりますが、ダーディ
ン郡は震源に近く、地震により半数以上の家屋が倒壊

するなど大きな被害
が生じました。
FIDRは、ダーディ

ン郡において迅速な
緊急援助活動を開始
し、まず食料支援と
して米の配布を行い、
続いて家屋を失った
方々のための簡易

緊急食料として米をお届けしました
（ネパール.ダーディン郡）

 FIDRのネパール大地震への 
　緊急援助活動・復興支援活動

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
4,500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を通じてア
フリカ、モンゴル、カンボジア、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。
地震や台風など大規模な自然災害の発生時には緊急援助募金活動も行っております。
東日本大震災、フィリピン台風、ネパール大地震などの被災地での活動に迅速かつ有効に
活用されております。

ダーディン郡

ネパール

シェルター用防水シート、感染症予防のための石鹸や
消毒剤などの衛生用品の配布を行いました。
6月からは、子どもたちの教育環境の復旧活動とし
て、学校を早期に再開す
るため仮設教室の設置を
支援しております。現在
は、ネパールの行政と協
議のうえ、学校校舎再建
の支援を進めており、今
後も、地域の復興支援活
動を継続して実施してま
いります。

仮設教室で学ぶ子どもたち
（ネパール.ダーディン郡）
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財務諸表（連結）

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27年6月30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 234,830 259,634 △24,803

固定資産 442,222 442,415 △192

　有形固定資産 295,324 295,754 △430

　無形固定資産 25,396 26,988 △1,591

　投資その他の資産 121,501 119,672 1,829

資産合計 677,052 702,049 △24,996

負債の部
流動負債 219,370 240,350 △20,979
固定負債 175,756 193,380 △17,624

負債合計 395,126 433,730 △38,603

純資産の部
株主資本 253,210 248,420 4,789

　資本金 11,014 11,014 ─
　資本剰余金 9,676 9,676 ─
　利益剰余金 233,377 228,556 4,820

　自己株式 △857 △826 △30

その他の包括利益累計額 6,144 △2,613 8,757
少数株主持分 22,570 22,511 59

純資産合計 281,925 268,318 13,606
負債純資産合計 677,052 702,049 △24,996

（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退職給付に係る負債等の減少に
より、負債合計は386億３百万円減少し、3,951億26
百万円となりました。

負債合計

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もあり、投資その他の資産合計
は18億29百万円増加し、1,215億１百万円となりました。

投資その他の資産

利益剰余金が48億20百万円、その他有価証券評価差額金
が81億73百万円それぞれ増加したことにより、純資産合計
は136億６百万円増加し、2,819億25百万円となりました。

純資産合計

受取手形及び売掛金が243億70百万円減少したこと
等により、流動資産合計で248億３百万円減少し、
2,348億30百万円となりました。

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４億30
百万円減少、また無形固定資産は、のれんの償却等に
より15億91百万円減少し、有形・無形固定資産合計
は3,207億20百万円となりました。
当第２四半期の設備投資額は、172億20百万円、減価
償却実施額は178億77百万円であります。

有形・無形固定資産

13
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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27年 1 月 1 日から
平成27年 6 月30日まで

前第2四半期
平成26年 1 月 1 日から
平成26年 6 月30日まで

増　減

売上高 508,652 488,368 20,283

売上原価 325,850 311,651 14,198

売上総利益 182,801 176,716 6,084

販売費及び一般管理費 169,901 166,302 3,598

営業利益 12,900 10,414 2,486

営業外収益 1,532 1,662 △129

営業外費用 860 1,064 △203

経常利益 13,573 11,013 2,560

特別利益 51 10,297 △10,246

特別損失 1,387 5,032 △3,645

税金等調整前四半期純利益 12,237 16,278 △4,040

法人税等 8,123 8,792 △668

少数株主損益調整前四半期純利益 4,113 7,485 △3,371

少数株主利益 122 143 △20

四半期純利益 3,991 7,342 △3,351

（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27年 1 月 1 日から
平成27年 6 月30日まで

前第2四半期
平成26年 1 月 1 日から
平成26年 6 月30日まで

増　減

営業活動によるキャッシュ・フロー 35,199 45,055 △9,856

投資活動によるキャッシュ・フロー △18,106 △16,156 △1,950

財務活動によるキャッシュ・フロー △15,387 △13,156 △2,231

現金及び現金同等物に係る換算差額 112 3 108

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,817 15,746 △13,929

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四半期末残高 113,999 94,952 19,046

（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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パン類や和洋菓子が好調に推移したこともあり、前年
同期に比べ4.2％の増収となりました。

増収による売上総利益の増加と販売促進費等の減少
や物流費率の改善もあり、前年同期に比べ23.9％の
増益となりました。

前年同期に比べ23.2％の増益で、売上高経常利益率
は2.7％となりました。

前年同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もあり、
前年同期に比べ45.6％の減益となりました。

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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財務諸表（単体）

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27年6月30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 141,975 157,108 △15,133

固定資産 367,709 367,997 △288

　有形固定資産 193,981 196,717 △2,735

　無形固定資産 10,080 11,093 △1,012

　投資その他の資産 163,646 160,186 3,459

資産合計 509,684 525,106 △15,421

負債の部

流動負債 144,363 159,216 △14,852

固定負債 108,228 121,221 △12,993

負債合計 252,591 280,437 △27,845

純資産の部

株主資本 233,198 228,747 4,450

　資本金 11,014 11,014 ─

　資本剰余金 9,676 9,676 ─

　利益剰余金 213,364 208,883 4,481

　自己株式 △857 △826 △30

評価・換算差額等 23,894 15,920 7,973

純資産合計 257,092 244,668 12,424

負債純資産合計 509,684 525,106 △15,421

（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27年 1 月 1 日から
平成27年 6 月30日まで

前第2四半期
平成26年 1 月 1 日から
平成26年 6 月30日まで

増　減

売上高 359,150 344,672 14,477

売上原価 240,306 229,503 10,803

売上総利益 118,843 115,169 3,674

販売費及び一般管理費 109,741 108,106 1,634

営業利益 9,102 7,062 2,039

営業外収益 2,317 2,480 △162

営業外費用 615 741 △125

経常利益 10,803 8,801 2,002

特別利益 13 662 △649

特別損失 1,011 2,323 △1,311

税引前四半期純利益 9,805 7,139 2,665

法人税等 5,980 3,382 2,597

四半期純利益 3,824 3,756 67

（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

　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
製品の詰合せを毎年
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27年9月1日（火）から11月15日（日）まで
の期間中、ヤマザキ「秋のおいしいキャンペーン」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43,000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）

Ｂコース

Ｃコース

ヤマザキグループのお菓子詰合せ

ヤマザキグループの和菓子詰合せ

〜ヤマザキ「秋のおいしいキャンペーン」〜

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

　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、さまざまな情
報を公開しています。
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株式の状況（平成27年6月30日現在）

役員・従業員（平成27年6月30日現在）

従業員
連 結 26,559名

（男性20,805名、女性5,754名）

当 社 18,184名
（男性14,787名、女性3,397名）

役員

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 9,948名

（前期末比1,275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
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
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 4,151,000 1.8

100万株以上
71.6%
（45名／
157,658千株）

 証券会社   0.5%（30名／1,127千株）

 外国人 16.9%（393名／37,296千株）

 1,000株未満 0.2%（2,205名／502千株）

 1万株以上 4.5%（366名／10,001千株）

 1,000株以上 6.0%（7,206名／13,197千株）

 10万株以上   17.7%（126名／38,922千株）

その他の法人
39.5%
（167名／
86,988千株）

金融機関
25.8%
（58名／
56,770千株）

 個人・その他
17.3%
（9,300名／
38,099千株）

●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
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

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

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
大徳食品株式会社 100 100 麺類の製造及び販売
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
株式会社スリーエスフーズ 480 100 パンの製造及び販売
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.	 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。
	 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16社を含む28社であります。
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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。

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
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