
株主の皆様へ
第69期 報告書
〈平成28年1月1日～平成28年12月31日〉



　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69期事業年度（平成28年1月1日から平成28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、お客様の節約志向が強まり、製パン業界では、販売競争
が激化する厳しい経営環境となりましたが、当社グループは、営業部門が主体とな
り、生産・営業が一体となった部門別製品戦略・営業戦略を推進し、品質を重視し
た効果的な販売活動を展開し、業績の向上をはかってまいりました。「厳撰100品」
を中心とした主力製品の拡販につとめ、製品のアイテム数を適切な水準に管理する
など、これまで取り組んできた戦略的な施策を更に精度を上げて推進するとともに、
下期には高品質・高付加価値戦略に加え、低価格製品の開発にも積極的に取り組み、
営業・生産が一体となって市場の変化に対応した二極化戦略を展開した結果、増収
増益を達成することができました。
　当期の期末配当は、当期の業績や今後の財務状況などを勘案し、株主の皆様の日
頃のご支援にお応えするため、前期に比べ1株につき2円増配の年18円とさせてい
ただきました。
　昨年12月1日には、当社創業の地であります市川工場跡地に、「山崎製パン総合
クリエイションセンター」（中央研究所、総合研修所、飯島藤十郎社主記念ＬＬＣ
ホール）をグランドオープンしました。当社はこれを、当社グループの技術革新を
推進する研究開発の拠点とするとともに、技術の継承、ヤマザキの精神を醸成する
人材育成の場として活用し、21世紀のヤマザキの前進基地としてまいります。
　今後につきましては、市場環境は一層厳しさを増すものと思われますが、お客様
の変化や社会の変化に対応した、部門別製品戦略・営業戦略を推進し、当社グルー
プの総合力によって更なる業績の向上をめざして努力してまいります。
　当社グループ一丸となって、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29年3月

代表取締役社長
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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、これを補完するものとして、
「日々、お取引先からご注文いただいた品は、どんな試練や困難に
出会うことがあっても、良品廉価、顧客本位の精神でその品を製
造し、お取引先を通してお客様に提供する」というヤマザキの精
神に導かれ、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・効率的な事業経営手法として、生命
の道の教えに従ったすべての仕事を種蒔きの仕事から開始する
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、実証することで、新しい価値と新しい需要を創造し、社
会の負託に応え社業を前進させることを21世紀のヤマザキの経
営方針といたします。

　事業経営の具体的遂行に当たっては、経営陣、管理職は、本物の
5S・全員参加の5Sとピーター・ドラッカーの5つの質問を連動
させる「2本立ての5S」を行うとともに、生命の道の教えに従っ
た部門別製品施策・営業戦略をピーター・ドラッカーの5つの�
質問と連動させ、「私たちの使命は何ですか」（What� is�our�
mission?）と問うだけでなく「私の使命は何ですか」（What� is�
my�mission?）と問い、生産部門・営業部門一体となった業務を
推進するとともに、内部管理体制を充実・強化して、各部門毎の自
主独立の協力体制を構築いたします。また、「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によって日々の
仕事の実践、実行、実証に励み、業績の着実な向上を期してまいり
ます。

【平成28年5月24日改定】

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
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事業の概要

　当期におけるわが国の一般経済環境は、中国経済の減
速や円高の進行もあり、景気の足踏み状態が続きました
が、米国大統領選挙後、円安基調への転換もあり、一部に
持ち直しの動きがみられました。
　パン・菓子業界にありましては、お客様の節約志向が
続く市場環境の下で、販売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、業態を超えた
販売競争により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、「厳撰100
品」を中心とした主力製品の拡販につとめ、高品質・高付
加価値製品の開発に注力するとともに、お客様の低価格
志向に対応した値頃感のある製品を投入するなど、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、製品のアイテム数を適切な
水準に管理して生産面や物流面の効率化につとめ、品質
訴求による効果的な販売活動を推進し、業績向上をめざ
してまいりました。
　菓子事業におきましては、ヤマザキ・ナビスコ㈱が、平
成28年９月１日をもってヤマザキビスケット㈱に商号
変更し、クラッカーの「ルヴァン」、「ルヴァンクラシカ
ル」やサンドビスケットシリーズの「ＹＢＣスタンド
パック」などの新製品を発売して積極的な販売活動を展
開し、当社グループの総力を挙げて、新ブランドＹＢＣ
の取扱拡大につとめました。
　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新製品開発に取り組むと
ともに、店舗での品揃えの充実につとめ、「春のパンまつ
り」などのキャンペーンを活用して店舗売上の増加をめ
ざしました。また、工場エリアごとに再編成したリー
ジョンと当社の各工場が一体となって店舗運営の改善
や店舗開発に取り組みました。
　平成28年12月１日、当社創業の地である市川工場跡

当期の事業の概況

当期における連結業績の概況
売上高� 1兆 419億 43百万円（対前期比�101.4%）

営業利益� 351億 69百万円（対前期比�130.3%）

経常利益� 369億  5百万円（対前期比�130.4%）
親会社株主に
帰属する当期純利益�181億 75百万円（対前期比�163.8%）
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地に、「山崎製パン総合クリエイションセンター」（中央
研究所、総合研修所、飯島藤十郎社主記念ＬＬＣホール）
をグランドオープンいたしました。当社はこれを、当社
グループの技術革新を推進する研究開発の拠点とする
とともに、技術の継承、人材の育成の場として活用し、
21世紀のヤマザキの前進基地としてまいります。
　当期の業績につきましては、売上高は１兆419億43
百万円（対前期比101.4％）、営業利益は351億69百万
円（対前期比130.3％）、経常利益は369億５百万円（対
前期比130.4％）、親会社株主に帰属する当期純利益は
181億75百万円（対前期比163.8％）となり、増収増益
を達成することができました。
［セグメント別の状況は5頁から11頁のとおりです。］

　今後の見通しといたしましては、わが国経済は緩やか
な回復基調が持続し、雇用や所得の改善が続き、個人消
費が持ち直していくことが期待されますが、海外の政
治・経済の不確実性が懸念されるなど、景気の先行きは
予断を許しません。
　パン・菓子業界におきましては、お客様の節約志向が
続き販売競争が激化する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
の積極的な出店が続き、店舗間の競争が一段と激化し、
経営環境が厳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拡販につとめ
るとともに、高品質・高付加価値製品を開発する一方
で値頃感のある製品を投入して消費の二極化への対
応をはかるなど、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。

次期の見通し

次期の連結業績見通し
売上高� 1兆 510億円（対前期比�100.9%）

営業利益� 370億円（対前期比�105.2%）

経常利益� 380億円（対前期比�103.0%）
親会社株主に
帰属する当期純利益� 197億円（対前期比�108.4%）
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食品事業
売上高 9,699億41百万円（対前期比�101.7%） 700,000

600,000

800,000

900,000

1,000,000
896,313 921,850

953,610 969,941

第66期 第67期 第68期 第69期

（百万円） 売上高

売上高構成比
93.0%

セグメント別の状況

食パン部門　売上高941億円（対前期比�102.2%） 9.0%

　食パンは、品質訴求によって「ロイヤルブレッド」、
「超芳醇」、「ダブルソフト」の３大ブランドを中心とす
る主力製品の売上拡大をはかりました。小麦粉をグレー
ドアップし品質を向上させた「ダブルソフト」が伸長
するとともに、高品質・高付加価値の新製品「レーズ
ンゴールド」と「チーズゴールド」が大きく寄与し、
好調な売上となりました。
　次期は、３大ブランドの「ロイヤルブレッド」、「超芳
醇」、「ダブルソフト」を中心に、品質訴求と売場づくり
の推進によって売上拡大につとめてまいります。「ロイ

ヤルブレッド」につきましては、上質な小麦粉を使用し
たワンランク上の「ロイヤルブレッドプレミアム」を投
入してブランドの強化をはかってまいります。また、高
品質・高付加価値製品のゴールドシリーズにつきまして
は、「レーズンゴールド」、「チーズゴールド」に加え、
昨年末に発売した「チョコゴールド」を合わせてブラン
ドの育成を進めるとともに、健康志向の食パンの開発を
進め、更なる売上の伸長をはかってまいります。

食パンの3大ブランド

ロイヤルブレッド 超芳醇 ダブルソフト

レーズンゴールド チーズゴールド チョコゴールド

ロイヤル
ブレッド
プレミアム

十二穀
ブレッド

ヤマザキゴールドシリーズ
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菓子パン部門　売上高3,563億 41百万円（対前期比�101.3%）
34.2%

　菓子パンは、下期に入り主力製品が伸び悩みましたが、
「ランチパック」の食材食パンの品質向上や薄皮シリー
ズの生地改良などの対策を講じ、10月以降、売上は回
復基調となりました。また、「ホワイトデニッシュショ
コラ」などペストリーが伸長し、食卓ロールの新製品
「北海道産小麦のバターロール」の寄与もあり、売上増
を達成することができました。
　次期は、新規技術を活用した既存製品の品質向上に取

り組むとともに、市場動向に即応した製品開発を推進し
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、消費の二極化に対応し
て、高品質・高付加価値製品と値頃感のある製品の開発
を推進し、売上拡大をめざしてまいります。また、ヤマ
ザキグループ独自の技術とルヴァン種を活用した高品
質なハードロールやアルチザンブレッドなどの製品を積
極的に開発し、新しい需要を創造してまいります。

ホワイトデニッシュショコラ

アップルパイ

薄皮つぶあんぱん

薄皮クリームパン

北海道産小麦のバターロール

ランチパック

コロネ
まるごとソーセージ
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セグメント別の状況

和菓子部門　売上高712億 17百万円（対前期比�101.9%） 6.8%

　和菓子は、主力の串団子や大福、まんじゅうが順調
に推移し、品質を向上させた「ホットケーキ」が伸長
するとともに、主力の具たっぷりシリーズや新製品の
「特撰肉まん」の寄与もあり中華まんが回復し、順調な
売上となりました。
　次期は、主力の串団子、大福、まんじゅうの育成に
つとめるとともに、山崎謹製シリーズの品質、規格を

見直し、新製品を投入してラインアップを充実し、「や
まざき」和菓子ブランドの確立をはかってまいります。
また、値頃感のある徳用製品の充実や際物製品の開発
に取り組み、売場の品揃えを強化し、売上拡大をめざ
してまいります。

ホットケーキサンド 串だんご生どら焼

特撰肉まん

具たっぷり肉まん

草大福

特撰桃山

豆大福

特撰月餅

おはぎ

酒饅頭 よもぎ饅頭
豆大福

どら焼

山崎謹製シリーズ
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洋菓子部門　売上高1,339億 93百万円（対前期比�100.1%） 12.9%

　洋菓子は、まるごとバナナシリーズや２個入り生ケー
キが好調に推移するとともに、「やわらか卵のシフォン
ケーキ」などのスナックケーキが伸長し、主力製品を
拡販した「プレミアムスイーツ」が大きく伸長しました。
　次期は、まるごとバナナシリーズや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」につきましては主力製品の取扱強化や新
製品開発を推進し、売上拡大をはかってまいります。
また、コンビニエンスストア向けの製品開発を強化し、
取引拡大をめざしてまいります。

やわらか卵の
シフォンケーキ

苺のショートケーキ

モンブラン
まるごとチョコバナナ

まるごとバナナ

北海道産牛乳の
カスタード＆ホイップシュー 生クリームロール ふんわりワッフル

プレミアムスイーツ
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セグメント別の状況

調理パン・米飯類部門　売上高1,483億 11百万円（対前期比�104.9%）
14.2%

　調理パン・米飯類は、㈱サンデリカにおいて引き続
き最新鋭の炊飯設備を導入し米飯類の品質向上をは
かったこともあり、コンビニエンスストアチェーンと
の取引が拡大し、大幅な売上増となりました。
　次期は、㈱サンデリカに導入した最新鋭の設備を活用
した米飯の品質の安定向上とサンドイッチ用食パンの品
質向上による新製品開発に積極的に取り組んでまいりま
す。また、マーケティング活動を強化して季節感のある
製品提案や重点製品の育成につとめるとともに、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。

こだわりソースの
焼きそばパン

大きなサンド
ミックス

大きなサンド
野菜サンド

香ばしい
ソース焼きそば

手巻おにぎり
ツナマヨネーズ

おむすび
鶏五目

てりやきバーガーひとくちサンド とろ～りとした
チーズのハンバーガー

海苔弁当

お肉の旨味！
ミートソーススパゲティ

魚介だし香る
醤油ラーメン

おかず
幕の内弁当

あらびきポークの
ホットドッグ

手巻おにぎり
鮭

サンドおむすび
桜島どりの
チキンカツ
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製菓・米菓・その他商品類部門　売上高1,659億 76百万円（対前期比�100.8%）
15.9%

　製菓・米菓・その他商品類は、㈱不二家が「カント
リーマアム」など主力ブランドの新製品を積極的に発
売し好調な売上となりました。また、ヤマザキビスケッ
ト㈱は「チップスター」などのスナックの拡販をはかり、
９月以降「ルヴァン」や「ＹＢＣスタンドパック」な
ど新製品を投入して市場への浸透をめざしました。

　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推進するとともに、
当社グループの総力を挙げて、新ブランドＹＢＣの育
成と市場定着に取り組み、売上拡大をめざしてまいり
ます。

エアリアル

チップスター

ルヴァンチーズサンドルヴァン

ルヴァンクラシカル

揚丸

柿の種＆ピーナッツ

オールレーズン ポテコ

ミルキー

ルック

カントリーマアム
ベイクショップ

窯だしチーズタルト

カントリーマアム

キャラメルコーン
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流通事業
売上高 619億44百万円（対前期比�96.9%） 40,000

30,000

50,000

60,000

70,000
63,265 63,598 63,918 61,944

第66期 第67期 第68期 第69期

（百万円） 売上高

売上高構成比
6.0%

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、「ヤマザキベストセレクション」を中心に品
質向上と新製品開発を推進するとともに、米飯、サンド
イッチ、調理麺の品質向上に継続的に取り組み、「塩バ
ターパン」など焼きたてパンの品揃えを充実強化してま
いりました。
　次期は、グループ各社の強みを最大限活用し、「ヤマザ
キベストセレクション」を中心に品質向上と新製品開発
に取り組み、お客様に喜ばれる製品提供につとめてまい
ります。また、デイリーベーカリーの機能を活かして焼
きたてパンの品揃えを充実し、店舗改装を実施するなど、
店舗競争力の強化をはかるとともに、リージョンと各工
場が一体となって重点エリアを絞り込んだ店舗開発を
推進し、チェーン店舗数の増加を期してまいります。

当期末の店舗数

1,571店
（前期末差�10店増）

●デイリーヤマザキ
1,232店

（前期末差�51店減）

●ニューヤマザキデイリーストア
300店

（前期末差�70店増）

●ヤマザキデイリーストアー
39店

（前期末差� 9店減）

デイリーヤマザキ柏たなか店（千葉県柏市）

焼きたてパンコーナー
塩バターパン
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製品情報

「レーズンゴールド」が「第35回食品ヒット大賞 優秀ヒット賞」
 および「第46回食品産業技術功労賞」を受賞しました
　このたび、「レーズンゴールド」が「第35回食品ヒット大賞�優秀
ヒット賞」および「第46回食品産業技術功労賞」を受賞しました。
　食品ヒット大賞は、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。食
品産業技術功労賞は、食品産業新聞社が昭和46年に制定したもので、
毎年食品産業の発展に著しく貢献した技術および商品を開発した企業・
団体が表彰されています。
　「レーズンゴールド」は、ふんだんに使用したレーズンの食感と豊か
な風味を存分に味わえるレーズンブレッドです。素材を厳選し、手軽
にお召し上がりいただけるよう通常の食パンに比べて小さい型に入れ
て焼き上げております。発売以来、多くのお客様から「おいしいもの
をちょうど良いサイズで食べられる。」とご好評をいただいております。

　「チョコゴールド」は、チョコを練り込んだパン生地にチョコチップを
たっぷりと入れて丁寧に焼き上げ、当社独自の技術によって、“しっとり、
やわらかい”食感に仕上げました。トーストすると、とろけるチョコのお
いしさとサクッとした生地の食感をお楽しみいただけます。

	TV-CM　ゴールドシリーズ「仲間」篇　出演：中原丈雄

「チョコゴールド」を新たに発売いたしました
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当社グループの店舗網

不二家（洋菓子店）

埼玉：草加ヴァリエ店（平成28年10月オープン）

ニューヤマザキデイリーストア（コンビニエンスストア）

千葉：柏十余二店（平成28年12月オープン）

ヤマザキショップ（地域密着型小売店）

茨城：八千代荻野店（平成28年2月オープン）
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ヴィ・ド・フランス（ベーカリーカフェ）

東京：立川店（平成28年3月改装オープン）

ハースブラウン（フレッシュベーカリー）

神奈川：南万騎が原店（平成28年4月オープン）

デリフランス（ベーカリーカフェ）

静岡：浜松店（平成28年3月オープン）
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トピックス

創業の地、千葉県市川市に
「山崎製パン総合クリエイションセンター」を

グランドオープンいたしました

右：飯島藤十郎社主記念LLCホール、中央奥：中央研究所・総合研修所、左：総合研修所の宿泊棟 （平成28年12月1日グランドオープン）

　「山崎製パン総合クリエイションセンター」は、中央研究所、総
合研修所、飯島藤十郎社主記念LLCホールからなる複合施設です。
当社はこれを、当社グループの技術革新を推進する研究開発の拠点
とするとともに、技術の継承、ヤマザキの精神を醸成する人材育
成の場として活用し、21世紀のヤマザキの前進基地としてまいり
ます。
　また、総合研修所、飯島藤十郎社主記念LLCホールは、学術研究
団体の学会やシンポジウムの開催、さらに地元市川市民の様々な文
化活動など、外部の方々にもご利用いただき、社会の進展と文化の
向上に寄与する場として有効に活用してまいります。

所在地：千葉県市川市市川三丁目23番27号
15



「山崎製パン総合クリエイションセンター」の施設内をご紹介

展示室
市川工場を再現した�
模型と当時の写真を�
展示しております。

飯島藤十郎社主記念LLCホール
※��LLCは�
Life（生命）�
Light（光）�
Creation（創造）�
を表しています。

セミナールーム

コンファランスフロア
社内研修で講話する
飯島社長

ヤマザキコイノニアホール

エントランスフロア
飯島藤十郎社主・飯島和名誉顧問の
胸像とメッセージボード
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トピックス

中央研究所

中央研究所研究棟

　新しい中央研究所は、近年の研究業務の多様化、高度化
に対応するとともに、当社グループの更なる成長発展の原
動力となる技術革新をめざす最新鋭の設備を備えた研究施
設です。
　同研究所では、パン、和菓子、洋菓子等の更なる品質向
上に繋がる技術開発をはじめ、食の安全・安心のための原
材料の分析調査を迅速に行うとともに、当社グループ各社
が製造する製菓、米菓、米飯、麺の研究体制を強化いたし
ます。また、研究成果の情報管理や知的財産保護機能の強
化をはかってまいります。

　総合研修所は、パン、和菓子、洋菓子等、生産部門の研修室や技術研修所、セミナールーム、宿泊棟からなる総合
研修施設となっております。

技術開発や原材料・製品の分析・調査を行っております。

総合研修所
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「ヤマザキ」の歴史は市川からはじまりました

市川売店の開店風景

山崎製パン所は、本店売店として長らく営業を続けました。
（昭和32年頃の店頭）

工場稼働当時の配送車

拡張を重ねて2,500坪となった市川工場（昭和38年頃）

山崎製パン所開業� 1948年（昭和23年）

市川工場稼働� 1955年（昭和30年）

市川売店開店� 1952年（昭和27年）

製造を開始した包装食パン

　ヤマザキは、戦後間もない昭和23年３月９日、千葉県市川市国府台に、飯島藤十郎社主によって、石窯ひとつの12
坪の小さなパン委託加工所「山崎製パン所」として創業されました。その後、パンに加え、和菓子、洋菓子の製造販売
を開始し、市川駅前に直営店「市川売店」を開店して、パン、和・洋菓子のメーカーとして成長発展してまいりました。
　昭和30年、江戸川沿いにあった醤油工場の跡地を買い取り、市川工場を建設・稼働いたしました。市川工場には、
当時の最先端の米国製輸入機械設備を導入し、現在のヤマザキの成長発展の礎となりました。更なる効率的な生産を
めざし、市川工場は昭和41年に千葉県松戸市の松戸工場に生産を移管いたしました。

市川売店は、昭和58年、当社の
創業35周年記念事業の一環とし
て「サンプラザ35ビル」に生ま
れ変わり、今日を迎えています。
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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
　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、食品の加工技術、食
品と健康、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。

　当財団の設立より今日までに実施してきました助成・
表彰事業の総件数は2,200件、助成額では総額39億
5,000万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
1,378件、総額27億3,700万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、281件、1億8,385万円の助成を行いました。

　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、飯島藤十郎賞（「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36件、研究奨
励金の総額は1億1,400万
円となっております。

学術研究助成事業等

飯島藤十郎食品科学賞・食品技術賞

飯島藤十郎食品科学賞
平成27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

社会貢献への取組み
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　当財団の事業活動の一環として、学術研究助成の研
究成果発表や、飯島藤十郎賞受賞者の特別講演からな
る学術講演会を毎年開催しています。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 ●第28回学術講演会テーマ（敬称略）

個人研究
■演題� ��「超音波断層像解析技術による米粉および小麦

粉原料の弾性食品の食感デザイン法の開発」
　座長� ��新井�映子（静岡県立大学食品栄養科学部�教授）
　講演者� ��阪田�治（東京理科大学工学部）
■演題� ��「米糠タンパク質摂取が肥満糖尿病モデルラッ

トの骨代謝に与える影響」
　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� ��久保田�真敏（新潟大学農学部）
■演題� ��「機能性アミノ酸を高生産するパン酵母の作製

と製パンプロセスでの有用性評価」
　座長� ��鈴木�徹（東京海洋大学海洋科学部�教授）
　講演者� ��高木�博史（奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科）
■演題� ��「金属ナノ粒子標識の光学特性に基づいた食中

毒危害要因の迅速特定」
　座長� ��山田�耕路（崇城大学生物生命学部�教授）
　講演者� ��西野�智昭（東京工業大学理学院）

共同研究
■演題� ��「小麦ペプチドのアレルギー低減化・抗老化機能の解明」
　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� ��八村�敏志（東京大学大学院農学生命科学研究科）

特別講演
【飯島藤十郎食品技術賞受賞研究】
■演題� ��「機能性表示食品に対応したべにふうき緑茶活用食品の開発」
　座長� ��岩元�睦夫（公益社団法人日本フードスペシャリスト協会�会長）
　講演者� ��山本�万里（農研機構�食品研究部門�食品健康機能研究領域長）

【飯島藤十郎食品科学賞受賞研究】
■演題� ��「反応と物質移動が関与する食品加工操作に関

する工学的研究」
　座長� ��上野川�修一（東京大学�名誉教授）
　講演者� ��安達�修二（京都大学大学院農学研究科�教授）
� 平成28年11月22日開催

飯島藤十郎食品科学賞を受賞された安達修二教授の特別講演

学術講演会を毎年
開催しております
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財務諸表（連結）

連結貸借対照表（要旨）	 	（単位：百万円）

科　目 当期末
平成28年12月31日現在

前期末
平成27年12月31日現在

増　減

資産の部
流動資産 251,045 257,669 △6,623
固定資産 452,840 443,328 9,512
　有形固定資産 303,702 296,269 7,433
　無形固定資産 21,664 24,243 △2,578
　投資その他の資産 127,472 122,815 4,657
資産合計 703,886 700,997 2,889
負債の部
流動負債 239,636 240,005 △369
固定負債 161,327 165,376 △4,049
負債合計 400,963 405,382 △4,418
純資産の部
株主資本 274,930 260,302 14,628
　資本金 11,014 11,014 –
　資本剰余金 9,666 9,676 △9
　利益剰余金 255,145 240,481 14,664
　自己株式 △895 △870 △25
その他の包括利益累計額 3,845 11,981 △8,135
非支配株主持分 24,145 23,331 814
純資産合計 302,922 295,614 7,307
負債純資産合計 703,886 700,997 2,889
（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。

連結損益計算書（要旨）	 	（単位：百万円）

科　目
当　期

平成28年	1	月	1	日から
平成28年12月31日まで

前　期
平成27年	1	月	1	日から
平成27年12月31日まで

増　減

売上高 1,041,943 1,027,199 14,743
売上原価 661,768 658,638 3,130
売上総利益 380,174 368,561 11,613
販売費及び一般管理費 345,004 341,559 3,444
営業利益 35,169 27,001 8,168
営業外収益 3,216 2,973 242
営業外費用 1,480 1,671 △190
経常利益 36,905 28,303 8,601
特別利益 792 822 △29
特別損失 5,062 3,536 1,525
税金等調整前当期純利益 32,634 25,588 7,046
法人税等合計 13,066 13,382 △316
当期純利益 19,568 12,205 7,362
非支配株主に帰属する当期純利益 1,393 1,110 283
親会社株主に帰属する当期純利益 18,175 11,095 7,079
（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。

貸借対照表のポイント

流動資産

有形・無形固定資産

投資その他の資産

負債合計

純資産合計

親会社株主に帰属する当期純利益

現金及び預金が借入金の返済等により58億45百万円減少
したこと等により、流動資産合計で66億23百万円減少し、
2,510億45百万円となりました。

有形固定資産は、品質向上のための生産設備の更新等によ
り74億33百万円増加、また無形固定資産は、のれんの償
却等により25億78百万円減少しました。
当期の設備投資額は、452億53百万円、減価償却実施額
は366億98百万円であります。

投資有価証券や繰延税金資産が増加したこと等により46
億57百万円増加し、1,274億72百万円となりました。

退職給付に係る負債の増加はありましたが、借入金の約定
返済等により、負債合計は44億18百万円減少し、4,009
億63百万円となりました。

退職給付に係る調整累計額が53億58百万円減少しましたが、
利益剰余金が146億64百万円増加したこともあり、純資産
合計は73億７百万円増加し、3,029億22百万円となりました。

増収と税負担の減少もあり、前期に比べ63.8％の増益と
なりました。自己資本当期純利益率（ROE）は6.6％であり
ます。

損益計算書のポイント

売上高
パン類や和菓子、調理パン・米飯類が好調に推移したこと
もあり、前期に比べ1.4％の増収となりました。

営業利益

経常利益

増収と営業・生産一体となった部門別製品戦略、営業戦略
の推進により販促費用が減少したこともあり、前期に比べ
30.3％の増益となりました。

前期に比べ30.4％の増益で、売上高経常利益率は3.5％と
なりました。
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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28年	1	月	1	日から
平成28年12月31日まで

前　期
平成27年	1	月	1	日から
平成27年12月31日まで

増　減

営業活動によるキャッシュ・フロー 62,763 55,416 7,347

投資活動によるキャッシュ・フロー △42,793 △34,669 △8,124

財務活動によるキャッシュ・フロー △24,224 △24,265 40

現金及び現金同等物に係る換算差額 △117 52 △169

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,371 △3,465 △906

現金及び現金同等物の期首残高 108,716 112,181 △3,465

現金及び現金同等物の期末残高 104,344 108,716 △4,371

（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。

連結株主資本等変動計算書（平成28年1月1日から平成28年12月31日まで）	 	（単位：百万円）

株主資本 その他の包括利益累計額
非 支 配
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 9,676 240,481 △870 260,302 27,767 △7 81 63 △15,923 11,981 23,331 295,614

当期変動額
剰余金の配当   △3,511  △3,511        △3,511

親会社株主に帰属
する当期純利益   18,175  18,175        18,175

非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動  △9   △9        △9

自己株式の取得    △25 △25        △25

自己株式の処分  0  0 0        0

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）      △2,342 7 17 △460 △5,358 △8,135 814 △7,321

当期変動額合計 – △9 14,664 △25 14,628 △2,342 7 17 △460 △5,358 △8,135 814 7,307

当期末残高 11,014 9,666 255,145 △895 274,930 25,424 – 99 △397 △21,281 3,845 24,145 302,922
（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）

科　目 当期末
平成28年12月31日現在

前期末
平成27年12月31日現在

増　減

資産の部
流動資産 148,153 154,537 △6,383
固定資産 377,481 369,489 7,992
　有形固定資産 199,560 193,961 5,599
　無形固定資産 6,612 8,799 △2,186
　投資その他の資産 171,308 166,728 4,580
資産合計 525,635 524,026 1,608
負債の部
流動負債 159,897 156,563 3,333
固定負債 90,867 101,528 △10,661
負債合計 250,764 258,092 △7,328
純資産の部
株主資本 249,788 238,600 11,187
　資本金 11,014 11,014 –
　資本剰余金 9,676 9,676 0
　利益剰余金 229,993 218,780 11,213
　自己株式 △895 △870 △25
評価・換算差額等 25,082 27,332 △2,250
純資産合計 274,870 265,933 8,937
負債純資産合計 525,635 524,026 1,608
（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。

損益計算書（要旨）	 	（単位：百万円）

科　目
当　期

平成28年	1	月	1	日から
平成28年12月31日まで

前　期
平成27年	1	月	1	日から
平成27年12月31日まで

増　減

売上高 735,103 720,205 14,898

売上原価 489,690 483,958 5,732

売上総利益 245,413 236,247 9,166

販売費及び一般管理費 221,984 218,574 3,409

営業利益 23,428 17,672 5,756

営業外収益 3,977 4,069 △92

営業外費用 1,064 1,193 △128

経常利益 26,341 20,548 5,793

特別利益 666 257 408

特別損失 3,320 2,567 752

税引前当期純利益 23,687 18,238 5,449

法人税、住民税及び事業税 8,809 8,016 793

法人税等調整額 154 982 △828

法人税等合計 8,963 8,998 △35

当期純利益 14,724 9,239 5,484
（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。

株主資本等変動計算書（平成28年1月1日から平成28年12月31日まで）	 	（単位：百万円）

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 6 500 621 200,680 14,219 218,780 △870 238,600 27,332 265,933
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        10  △10 –  –  – 

別途積立金の積立         9,800 △9,800 –  –  – 
当期純利益          14,724 14,724  14,724  14,724
自己株式の取得            △25 △25  △25
自己株式の処分   0 0        0 0  0
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）              △2,250 △2,250

当期変動額合計 – – 0 0 – – – 10 9,800 1,403 11,213 △25 11,187 △2,250 8,937
当期末残高 11,014 9,664 11 9,676 2,753 6 500 631 210,480 15,622 229,993 △895 249,788 25,082 274,870
（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」～
“白いスクエアボウル”プレゼント！

株主優待情報
　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。

　平成29年2月1日（水）から4月30日（日）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（水）から5月31日（水）までの期間）。
　対象商品に貼付された点数シール24点につき“白いスク
エアボウル”を必ず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。

ホームページのご案内

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

　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。

サラダやスープなど、いろいろな使い方ができる
“白いスクエアボウル”をプレゼント	！

「春のパンまつり」キャンペーンページアドレス
http://www.yamazakipan.co.jp/campaign/2017/spring/

平成28年7月1日をもって、単元株式数を1,000株から100株に変更いたしました。
単元株式数変更後の優待制度は、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。
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株式の状況（平成28年12月31日現在）

役員・従業員（平成28年12月31日現在）

株式の状況
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 14,971名

（前期末比5,338名増）

大 株 主
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） 6,084,100 2.7
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 4,253,396 1.9
株式会社みずほ銀行 3,946,419 1.7
株式会社三井住友銀行 3,946,419 1.7

株式分布状況

役員
代表取締役社長 飯島　延浩 常 務 取 締 役 深澤　忠史
取締役副社長 山田　憲典 常 務 取 締 役 園田　　誠
専 務 取 締 役 吉田　輝久 取 締 役 荘司　芳和
専 務 取 締 役 丸岡　　宏 取 締 役 原田　明夫（社外取締役）
専 務 取 締 役 飯島　幹雄 取 締 役 畑江　敬子（社外取締役）
常 務 取 締 役 横濱　通雄 常 勤 監 査 役 大本　一弘
常 務 取 締 役 会田　正久 常 勤 監 査 役 松田　道弘（社外監査役）
常 務 取 締 役 犬塚　　勇 常 勤 監 査 役 吉田谷良一
常 務 取 締 役 関根　　治 監 査 役 村上　宣道（社外監査役）
常 務 取 締 役 飯島佐知彦 監 査 役 齋藤　昌男（社外監査役）

従業員
連 結 27,180名

（男性21,256名、女性5,924名）

当 社 18,628名
（男性15,157名、女性3,471名）

50万株以上
80.7%
（70名／
177,688千株）

証券会社 1.4%（53名／2,977千株）

外国人 14.8%（448名／32,612千株）

100株未満 0.0%（957名／28千株）

100株以上 0.6%（5,949名／1,369千株）

1,000株以上 6.0%（7,511名／13,242千株）

1万株以上 4.9%（398名／10,720千株）

10万株以上 7.8%（86名／17,233千株）

その他の法人
40.2%
（206名／
88,577千株）

金融機関
27.1%
（63名／
59,667千株）

個人・その他
16.5%
（14,201名／
36,448千株）

●所有者別

●所有株数別
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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

グループ概要（平成28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
ヤマザキビスケット株式会社 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.	 ヤマザキビスケット㈱は、平成28年9月1日付でヤマザキ・ナビスコ㈱から商号変更しました。
	 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。

事業所一覧
本 社 東京都千代田区岩本町３-10-１ 名古屋工場 愛知県名古屋市西区玉池町36
武蔵野工場 東京都東久留米市柳窪２-５-14 安 城 工 場 愛知県安城市二本木新町２-１-３
杉 並 工 場 東京都杉並区高井戸西３-２-30 大阪第一工場 大阪府吹田市幸町29-１
千 葉 工 場 千葉県千葉市美浜区新港22 大阪第二工場 大阪府松原市三宅東２-1835-５
松 戸 工 場 千葉県松戸市南花島向町319 阪 南 工 場 大阪府羽曳野市広瀬161
横浜第一工場 神奈川県横浜市戸塚区上柏尾町15 京 都 工 場 京都府宇治市槇島町目川100
横浜第二工場 神奈川県横浜市都筑区東方町188 岡 山 工 場 岡山県総社市井尻野800
埼 玉 工 場 埼玉県所沢市坂之下85 広 島 工 場 広島県広島市安佐北区大林２-３-１
古 河 工 場 茨城県古河市丘里７ 福 岡 工 場 福岡県古賀市古賀69
伊勢崎工場 群馬県伊勢崎市粕川町1801 熊 本 工 場 熊本県宇城市松橋町浦川内2388
仙 台 工 場 宮城県柴田郡柴田町槻木白幡２-９-１ 安城冷生地事業所 愛知県安城市二本木新町２-１-３
新 潟 工 場 新潟県新潟市江南区二本木４-12-８ 神戸冷生地事業所 兵庫県神戸市西区高塚台６-19-１
十和田工場 青森県十和田市稲生町１-13 海外駐在員事務所 米国、パリ、台北、上海、ジャカルタ、
札 幌 工 場 北海道恵庭市恵南10-１  ホーチミン
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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。

	 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株に変更いたしました。

●			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。

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


