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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67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26年1月1日から平成26年6月30日まで）におきましては、お客様
の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が、売上は増収を
確保することができました。利益面では、光熱費や原材料費、物流費等のコスト上昇もあり、
営業利益、経常利益は減益となりましたが、四半期純利益は、一部の子会社の厚生年金基金
代行返上益の計上により増益となりました。
　本年4月からの消費税率引上げに際し、パン業界では、日本パン公正取引協議会において
消費税の転嫁及び表示カルテルを結成いたしました。お陰様で、このカルテルが有効に機能
し、円滑な転嫁をはかることができました。
　当社グループでは、消費税増税後の対応も含め市場の変化を見据えて、年初より、当社独
自の技術を活用した高品質・高付加価値製品の開発に取り組み、市場動向に即応した部門別
の製品施策、営業戦略を推進してまいりました。食パンの「ロイヤルブレッド」や「ヤマザ
キゴールドシリーズ」、菓子パンの「おいしい菓子パン」シリーズなどが順調に推移し、平
均販売単価も上昇傾向になるなど、各部門の施策に手応えが出てまいりました。
　また、当社では、組織体制の強化に取り組み、本年3月末には、量販店、コンビニエンス
ストア、ドラッグストア等の広域流通に対する営業体制を整え、7月末には、生産各部門の
体制も再度整備し、製品開発を更に充実し、生産・販売一体となって業績向上に邁進する体
制といたしました。
　昨年7月に当社に吸収合併いたしましたデイリーヤマザキ事業においても、営業部門の体
制を整備するとともに、業務改善に取り組んでいるところであります。この度、コンビニエ
ンスストアの大切な商材である米飯、サンドイッチ、麺類を強化するため、当社本社に生産
企画本部を設置し、その中に「BSM研究企画マーケティング部」を設置いたしました。当
社のリーダーシップのもとにグループの総力を結集して競争力のある高品質の製品開発を推
進し、デイリーヤマザキ事業の再生復活の柱としてまいります。
　今後、当社グループ一丸となって業績の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26年8月

代表取締役社長　　　　　　　　　　　
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売上高

4,883億 68百万円
（対前年同期比.103.1%）

営業利益

104億 14百万円
（対前年同期比.88.0%）

経常利益

110億 13百万円
（対前年同期比.87.0%）

四半期純利益

73億 42百万円
（対前年同期比.137.0%）

当第2四半期における連結業績の概況
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事業の概要

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、年初より緩やかに

回復しておりましたが、消費税率引上げに伴う駆け込み

需要の反動によって、4月に鉱工業生産が大きく落ち込み、

景気は一時的に悪化した後、政府の経済政策の下支えも

あり、一部に持ち直しの兆しが見えてまいりました。

　当業界におきましては、お客様の低価格志向が続く中

で販売競争が激化するとともに、原材料価格の上昇や電

気料金、燃料等のエネルギーコストの増加もあり、収益

が圧迫される厳しい経営環境となりました。平成26年4

月1日の消費税率引上げに際しては、日本パン公正取引

協議会において消費税の転嫁及び表示カルテルを結成し、

消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保に取り組みました。

　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、高品質・高付加価値製品の開発に取り組むな
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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、菓子パンを中心にヤマザ

キの売れ筋製品100品を厳選して重点的に拡販すると

ともに、6月から「ヤマザキおいしいキャンペーン」を

実施し、「ロイヤルブレッド」、「ヤマザキゴールドシリー

ズ」、「おいしい菓子パン」シリーズなど高品質・高付加

価値製品の更なる取扱拡大をはかりました。

　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、品質を強化した競争力のある製品「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・米飯類の品揃えを強化して魅力ある売場づくり

に取り組むとともに、工場エリア毎に再編成したリー

ジョンと各工場の営業部門が一体となって店舗の開発、

運営に取り組み、新業態の「ニューヤマザキデイリース

トア」の店舗展開を推進しました。

　当第2四半期の業績につきましては、売上高は4,883

億68百万円（対前年同期比103.1%）となりました。

営業利益は104億14百万円（対前年同期比88.0％）、

経常利益は110億13百万円（対前年同期比87.0%）で、

光熱費や原材料費、物流費等のコスト上昇もあり減益と

なりましたが、一部の連結子会社が加入しておりました

ヤマザキ・サングループ厚生年金基金の代行部分返上に

伴う特別利益を計上したことにより、四半期純利益は

73億42百万円（対前年同期比137.0%）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、わが国経済は緩やか

な回復を続けていくとみられますが、消費税率引上げ

の影響による実質可処分所得の減少が個人消費を下押

しする懸念もあり、景気の先行きは予断を許しません。

　当業界におきましては、お客様の低価格志向が続く

中で販売競争が激化するとともに、小麦粉、乳製品な

どの原材料価格の高止まりに加え、電気料金や燃料等
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売上高

9,770億円
（対前期比.100.9%）

営業利益

225億円
（対前期比.135.7%）

経常利益

240億円
（対前期比.128.2%）

当期純利益

115億円
（対前期比.101.5%）

通期の連結業績見通し

のエネルギーコストの上昇もあり、厳しい収益環境が

続くことが予測されます。

　このような状況下にありまして、当社グループは、引

き続き主力製品の品質向上と高品質・高付加価値製品の

開発に取り組み、部門別製品施策、営業戦略を推進して

まいります。食パンは、引き続き「ロイヤルブレッド」、「ヤ

マザキゴールドシリーズ」の育成に取り組むとともに、

健康志向のバラエティブレッドや主力ブランドの「芳醇」、

「ダブルソフト」の取扱拡大をはかり、安定した売上確

保をはかってまいります。菓子パンは、「おいしい菓子

パン」シリーズをはじめとする高品質・高付加価値製品

の開発に取り組み、品質訴求による売場づくりの提案を

強化してまいります。また、和洋菓子を含め、ヤマザキ

の売れ筋製品の「厳撰100品」を重点的に拡販し、効率

の良い生産・販売・物流体制を構築してまいります。

　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、昨年7月、山崎製パン本体に吸収合併以来、

当社グループ総力を挙げて、パン、和洋菓子の価値あ

る製品の提供を通し、業績の向上に努めてまいりました

が、更に米飯や調理パン、麺類の徹底した品質の向上

を実現するため、当社生産企画本部にBSM（米飯、サ

ンドイッチ、麺類）研究企画マーケティング部を立ち上

げ、米飯、サンドイッチ、麺類の製造技術の開発、品

質向上に徹底して取り組み、当社グループの総力を結

集した技術力、開発力によって、真に価値ある製品と

サービスの提供を行い、売上の向上を期してまいりま

す。また、コンビニエンスストア機能の充実強化をはか

るとともに、新業態の「ニューヤマザキデイリーストア」

の開発を推進し、新機能を各店舗に導入して、店舗競

争力の強化をはかってまいります。

　さらに、当社本社、工場また関係会社において小委

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、所期の目標達成をめざして努力して

まいります。
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食品事業
　食品事業におきましては、お客様の低価格志向が依然と
して根強く、販売競争が激化する中で、当社は、年初より、
当社独自の技術を活用した高品質・高付加価値製品の開発
を中心とした部門別製品施策、営業戦略を推進してまいりま
した。
　食品事業の売上高は、食パンの「ロイヤルブレッド」や「ヤ
マザキゴールドシリーズ」、菓子パンの「おいしい菓子パン」
シリーズなどが順調に推移し、平均販売単価が上昇傾向に
なったこともあり、前年同期を上回りました。

　食パンは、主力の「ロイヤルブレッド」に４月から新製
品の「ロイヤルブレッド山型」を投入し、品質訴求による
販売を強化するとともに、「ヤマザキゴールドシリーズ」
の取扱拡大をはかりましたところ、平均販売単価の下落に
歯止めがかかり、売上は前年同期を上回りました。
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菓子パン部門　売上高1,684億68百万円（対前年同期比 100.3%）

和菓子部門　売上高322億15百万円（対前年同期比 102.4%）

　菓子パンは、主力製品が伸び悩む中、３月から「おいし
い菓子パン」シリーズを発売して売上の底上げをはかり、
ミニパンのコンビニエンスストアチェーン向けオリジナル
対応の強化やドーナツの新製品「ドーワッツ」の寄与もあ
り、前年同期の売上を確保することができました。

　和菓子は、主力の串団子や大福が好調に推移するとと
もに、4月に品質を向上したホットケーキ類が回復するな
ど和生菓子が好調でした。また、蒸しパンや中華まんが
順調に推移し、売上は堅調でした。
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　洋菓子は、主力製品の不振やコンビニエンスストアで
のPBスイーツ強化の影響により売上は伸び悩みました
が、㈱不二家による㈱スイートガーデンの連結子会社化
もあり、前年同期の売上を上回りました。

　調理パン・米飯類は、コンビニエンスストアチェーン
との取引が拡大したことに加え、大徳食品㈱の新規連結
による麺類の売上増もあり、売上は大きく伸長しました。
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洋菓子部門　売上高609億10百万円（対前年同期比 103.4%）
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調理パン・米飯類部門　売上高672億14百万円（対前年同期比 117.4%）
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セグメント別の状況
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9.9%

34.5%

6.6%

12.5%

13.8%

15.6%製菓・米菓・その他商品類部門　売上高763億2百万円（対前年同期比 100.5%）

　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㈱、㈱東ハトの
ビスケットが好調で、前年同期の売上を確保することが
できました。
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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、競合激化により既存店売上が低
下する厳しい状況の中、直営店の増加により増収
となりました。
　当第2四半期末の店舗数は、総店舗数1,585店

（前年同期末に対し1店増）となりました。

当第2四半期は、新業態「ニューヤマザキデイリー
ストア」の開発を推進し、65店を開店しました。0
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売上高303億16百万円（対前年同期比 102.0%）

ニューヤマザキデイリーストア　野田寿美野屋店

8

010_0847001632609.indd   8 2014/08/13   18:10:06



「ロイヤルブレッド」は、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

して焼き上げた、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。

良質な小麦粉とバターを使用しておりますので、トーストすると香りが引き立ち、

より一層おいしさが際立ちます。また、そのままお召し上がりいただいても、しっと

り歯切れのよい弾力のある食感をお楽しみいただけます。

品質とおいしさ「ロイヤルブレッド」

■ 「ロイヤルブレッド」シリーズ

ロイヤルブレッド で　  食パンそのまま手軽にアレンジ♪
クルッと巻いて “ワンハンドサンド”

製品情報

「ロイヤルブレッドゴールド」、「ロイヤルブレッド.山型」、.

「ロイヤルバターロール」、「ロイヤルバターロールレーズン」.

など、さまざまなラインアップを取り揃えております。

6月から、サンドイッチに最適な厚さにスライスした「ロイヤルブレッド.10枚スライス」

を発売しております。しっとり弾力のある食パンなので、クルッと巻いてもミミが折れ.

にくく、どんな具材ともよく合います。

ロイヤルブレッド「サンドイッチ」篇
出演　松　たか子
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「おいしい菓子パン」シリーズでは、素材を厳選し、当社独自の製パン
技術を駆使することにより、“菓子パンの新しいおいしさ”を創造しております。
パン生地にバターを配合してコクのある香りを加えたり、本格的な生チョコレートを
使用するなど、これまでとはひと味違う、ちょっと贅沢な味わいを実現しました。
お好みにあ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。

「ポニーメリー」
（生乳入りカスタードクリーム＆ホイップ）

バターを加えふんわりと仕上げたパ
ン生地に、さっくりとしたデニッシ
ュ生地をのせて焼き上げ、生乳入りのカスタードクリームとホイ
ップクリームをサンドしました。

「チョコクロワッサン」
ベルギーアルデンヌ産発酵バター入
りのマーガリンを折り込んだ生地で、
ビターな味わいのチョコスティック
を巻いて焼き上げました。

「パン・オ・レザン」
歯切れのよい食感に仕上げたデニッシュ生
地に、まろやかなカスタードクリームと酸
味がきいたレーズンを巻き込んで焼き上げ
ました。

「�もちもちとした�
オレンジブレッド」
オレンジピールを練り込んだパン生
地を、しっとりとしたもちもちの食
感に仕上げました。

「バターフレーキ」
ベルギーアルデンヌ産発酵バター入
りのマーガリンを折り込んだ生地を
幾層にも重ねて焼き上げ、ふんわり
と風味豊かに仕上げました。

「ハム＆マヨネーズロール」
ふんわりと仕上げたパン生地にハム
をぐるっと巻き込み、ブラックペッ
パー入りのマヨネーズとナチュラル
チーズをトッピングして焼き上げました。
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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（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。
カンボジア、ベトナム、ネパールで、保健医療、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、カンボジアの小児医療の拠点となる国立小
児病院で、平成8年から18年間にわたり継続して医療 「先生、元気になったよ.!.」

（カンボジア国立小児病院）

●●● FIDRへの支援

●●● FIDRの海外での援助活動

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

支援を実施しておりま
す。カンボジアは、昭
和45年から20年以上
に及んだ内戦によって
医療体制が破壊されま
したが、その後、国際
的な援助により医療体
制の立て直しが進めら
れております。FIDRは、カンボジアの小児外科医療
の構築をめざして、まず、国立小児病院に外科部門
を立ち上げることから始めました。これまでに、手
術病棟の建設、医療機材の配備、医師や看護師への
技術指導を行い、カンボジアの小児外科の中心とし
ての機能を確立することができました。現在、FIDR
の支援により、カンボジア人医師たち自らの手で、
地方病院の医師への技術研修が進められており、その

成果はカンボ
ジア全土に広
がりつつあり
ます。

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、東日本大震災の発生
から3年が経った現在も被災地で
の活動を継続しております。震災
発生からの2年間は避難所への食
糧支援、仮設住宅入居者への家電
製品配布、仮設保育所の建設、自
治会再構築支援など、早期に日常
生活を回復できるよう努めてまいりました。現在は、
岩手県の沿岸部を中心に産業の立て直しや地域の活性

化を後押しする活動
を進めております。
岩手県の大槌町にお

いては、地場産業の要
である水産業の早期回
復に取り組んでおり、
平成25年には新しい
漁船の建造や定置網の
購入の支援などを行いFIDRが支援した「第一久美愛丸」による定置網漁

（岩手県大槌町）

●●● FIDRの東日本大震災復興支援活動

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
5,000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
本大震災やフィリピン台風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。

岩手県
山田町

大槌町

地域の方々が企画する交流会
（岩手県山田町）

ました。また、山田町にお
いては、地域情報誌の制作
や町の人々が自主的に企画
する交流会などへの支援を
行い、地域の活性化に努め
ております。その他、沿岸
部で大きな被害を受けた中
学校・高等学校を対象に、
部活動に必要な設備や用
具、練習や大会にかかる費用を支援するなど、子ども
たちへの支援も継続して実施しております。
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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26年6月30日現在

前期末
平成25年12月31日現在

増　減

資産の部
流動資産 211,256 218,900 △7,643

固定資産 430,820 437,728 △6,908

　有形固定資産 294,118 295,934 △1,815

　無形固定資産 28,422 31,165 △2,742

　投資その他の資産 108,279 110,629 △2,349

資産合計 642,077 656,629 △14,552

負債の部
流動負債 214,911 217,781 △2,869
固定負債 146,852 163,251 △16,398

負債合計 361,763 381,032 △19,268

純資産の部
株主資本 243,727 239,901 3,825

　資本金 11,014 11,014 ─
　資本剰余金 9,676 9,676 ─
　利益剰余金 223,850 220,019 3,831

　自己株式 △814 △808 △5

その他の包括利益累計額 14,612 13,407 1,204
少数株主持分 21,973 22,287 △313

純資産合計 280,313 275,596 4,716
負債純資産合計 642,077 656,629 △14,552

（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引当金等の減少により、
負債合計は192億68百万円減少し、3,617億63百万
円となりました。

繰延税金資産の取崩等により23億49百万円減少し、
1,082億79百万円となりました。

利益剰余金が38億31百万円、その他有価証券評価差額金
が10億79百万円それぞれ増加したことにより、純資産合計
は47億16百万円増加し、2,803億13百万円となりました。

現金及び預金が154億40百万円増加しましたが、受取手形
及び売掛金が213億74百万円減少したこともあり、流動資産
合計で76億43百万円減少し、2,112億56百万円となりました。

有形固定資産は、品質向上のための生産設備の更新等を
実施しましたが、償却が進んだこともあり18億15百万円
減少、また無形固定資産は、のれんの償却等により27億
42百万円減少し、有形・無形固定資産合計は3,225億
41百万円となりました。
当第2四半期の設備投資額は、166億69百万円、減価償
却実施額は186億37百万円であります。

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26年 1 月 1 日から
平成26年 6 月30日まで

前第2四半期
平成25年 1 月 1 日から
平成25年 6 月30日まで

増　減

売上高 488,368 473,631 14,737

売上原価 311,651 299,510 12,141

売上総利益 176,716 174,121 2,595

販売費及び一般管理費 166,302 162,280 4,021

営業利益 10,414 11,840 △1,426

営業外収益 1,662 1,902 △239

営業外費用 1,064 1,086 △22

経常利益 11,013 12,656 △1,643

特別利益 10,297 35 10,262

特別損失 5,032 1,040 3,992

税金等調整前四半期純利益 16,278 11,651 4,626

法人税等 8,792 6,030 2,761

少数株主損益調整前四半期純利益 7,485 5,620 1,865

少数株主利益 143 261 △118

四半期純利益 7,342 5,358 1,983

（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26年 1 月 1 日から
平成26年 6 月30日まで

前第2四半期
平成25年 1 月 1 日から
平成25年 6 月30日まで

増　減

営業活動によるキャッシュ・フロー 45,055 34,266 10,789

投資活動によるキャッシュ・フロー △16,156 △18,656 2,500

財務活動によるキャッシュ・フロー △13,156 △13,922 766

現金及び現金同等物に係る換算差額 3 180 △176

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 15,746 1,866 13,879

現金及び現金同等物の期首残高 79,205 89,205 △10,000

現金及び現金同等物の四半期末残高 94,952 91,072 3,879

（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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パン類や和菓子が堅調に推移するとともに、連結子会
社が増加したこともあり、前年同期に比べ3.1％の増収
となりました。

光熱費や原材料費等コストの増加により売上原価率が
前年同期を0.6％上回るとともに、物流費が増加したこ
ともあり、前年同期を12.0％下回りました。

前年同期に比べ13.0％の減益で、売上高経常利益率
は2.3％となりました。

一部の連結子会社が厚生年金基金の代行部分返上
に伴う特別利益を計上したこともあり、前年同期
に比べ37.0％の増益となりました。

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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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26年6月30日現在

前期末
平成25年12月31日現在

増　減

資産の部

流動資産 121,273 125,237 △3,964

固定資産 366,812 369,091 △2,278

　有形固定資産 196,606 198,595 △1,988

　無形固定資産 11,746 12,820 △1,073

　投資その他の資産 158,459 157,675 783

資産合計 488,086 494,329 △6,242

負債の部

流動負債 144,715 145,225 △510

固定負債 104,101 111,109 △7,008

負債合計 248,816 256,335 △7,518

純資産の部

株主資本 224,843 224,604 239

　資本金 11,014 11,014 ─

　資本剰余金 9,676 9,676 ─

　利益剰余金 204,967 204,722 244

　自己株式 △814 △808 △5

評価・換算差額等 14,426 13,389 1,036

純資産合計 239,269 237,993 1,275

負債純資産合計 488,086 494,329 △6,242

（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26年 1 月 1 日から
平成26年 6 月30日まで

前第2四半期
平成25年 1 月 1 日から
平成25年 6 月30日まで

増　減

売上高 344,672 315,961 28,711

売上原価 229,503 215,554 13,948

売上総利益 115,169 100,406 14,762

販売費及び一般管理費 108,106 91,868 16,238

営業利益 7,062 8,537 △1,475

営業外収益 2,480 2,680 △200

営業外費用 741 501 239

経常利益 8,801 10,716 △1,915

特別利益 662 7 654

特別損失 2,323 483 1,840

税引前四半期純利益 7,139 10,240 △3,100

法人税等 3,382 4,039 △656

四半期純利益 3,756 6,200 △2,443

（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26年9月1日（月）から11月16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）

Ｂコース ヤマザキグループのお菓子セット

〜ヤマザキ「秋のおいしいキャンペーン」〜

　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
連 結 26,041名

（男性20,515名、女性5,526名）

当 社 17,981名
（男性14,696名、女性3,285名）

役員
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

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 有泉　　厚
常 勤 監 査 役 松田　道弘（社外監査役）
監 査 役 村上　宣道（社外監査役）
監 査 役 齋藤　昌男（社外監査役）

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 10,939名

（前期末比2,845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） 6,241,000 2.8
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

100万株以上
72.1%
（44名／
158,905千株）

 証券会社   0.4%（25名／800千株）

 外国人 13.9%（340名／30,702千株）

 1,000株未満 0.2%（2,309名／530千株）

 1万株以上 4.9%（409名／10,774千株）

 1,000株以上 6.7%（8,065名／14,679千株）

 10万株以上   16.1%（112名／35,393千株）

その他の法人
39.5%
（168名／
86,920千株）

金融機関
27.6%
（54名／
60,788千株）

 個人・その他
18.6%
（10,352名／
41,071千株）

●所有株数別

株式の状況（平成26年6月30日現在）

役員・従業員（平成26年6月30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

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
大徳食品株式会社 100 100 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 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㈱及び㈱岡山イワミ食品は、それぞれ㈱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30社であります。
 4. 重要な子会社でありました㈱岡山イワミ食品は、平成26年7月1日付をもって㈱サンデリカと合併し解散いたしました。

グループ概要（平成26年6月30日現在）
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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。

● 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。
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