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　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70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。
　当社は、昨年12月1日、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）を竣
工し、21世紀のヤマザキの前進基地としてスタートしました。当社グループの技術革新
を推進するための研究開発拠点として、また当社グループの将来を担う人材育成のため
の場として、さらに創業者飯島藤十郎社主がピーター・ドラッカーの経営理論に導かれ、
日々、実践、実行、実証した生命の力に満ちた創造的努力をしっかりと継承し、その力
を培う場として、最大限に活用し21世紀のヤマザキグループの成長発展に結び付けてま
いります。また、地元の市川市の発展に寄与する場としても有効に活用してまいります。
　当第2四半期（平成29年1月1日から平成29年6月30日まで）におきましては、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厳しい経営環境となりました
が、当社は引き続き、営業・生産一体となった部門別製品戦略・営業戦略を推進し、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む「二極化戦略」
を展開するなど、業績の向上につとめてまいりました。
　当第2四半期の業績につきましては、売上は前年同期を確保しましたものの、営業利
益、経常利益は子会社の苦戦もあり減益となりました。親会社株主に帰属する四半期純
利益につきましては税負担の軽減もあり増益となりました。
　下半期につきまして、現状、一番の課題は、デイリーヤマザキ事業とヤマザキビス
ケット㈱をしっかり軌道に乗せることであると考えております。
　デイリーヤマザキ事業に関しましては、去る5月10日に公正取引委員会から下請法の
勧告を受け、株主の皆様にご心配とご迷惑をおかけしましたことをお詫び申しあげま
す。当社は、今回の勧告を真摯に受け止め、再発防止と法令遵守のための体制整備をは
かるとともに、デイリーヤマザキ事業の業務改善に結び付けるべく、当社の小売事業の
あるべき姿をしっかり追求してまいります。特に、商品本部を充実強化してコンビニエ
ンス事業の種蒔きの仕事に集中して努力し、デイリーヤマザキ事業を軌道に乗せ、業績
の回復をめざしてまいります。
　ヤマザキビスケット㈱は、ライセンス契約終了に伴う類似製品の製造の制限が本年12
月1日より解除されますので、長年培った技術に磨きをかけ、更に一段品質を向上させ
た競争力のある新製品を発売し、当社グループの総力を挙げて売上拡大をはかるべく準
備を進めているところでございます。
　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業績向上を期してまい
りますので、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29年8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

　当第２四半期におけるわが国経済は、景気は緩やか

な回復基調で推移しましたが、個人消費は緩やかに持

ち直しているものの実質賃金の伸び悩みもあり力強さ

を欠くものとなりました。

　当業界におきましては、お客様の節約志向が根強い

市場環境の下で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、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

戦略を推進してまいりました。

　当第２四半期の業績につきましては、売上高は

5,229億79百万円（対前年同期比100.4％）、営業利

益は168億16百万円（対前年同期比86.4％）、経常利

益は178億23百万円（対前年同期比90.2％）となり

ましたが、親会社株主に帰属する四半期純利益は法人

税率引下げに伴う税負担の軽減もあり、105億３百万

円（対前年同期比111.8％）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。］

　今後の見通しといたしましては、わが国経済は、緩や

かに回復していくことが期待されますが、当業界にお

きましては、お客様の節約志向が根強く販売競争が激

化する中で、下期には小麦粉など原料価格やエネル

ギー価格の上昇も予想され、収益面で厳しさを増すこ

当第2四半期の事業の概況

通期の見通し
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1,250,000
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995,011

488,368
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1,027,199

508,652

1,051,000（予想）

第70期

1,041,943

520,668 522,979

37,000（予想）

16,816

第69期 第67期 第68期

20,876
27,001

10,414

第70期

35,169

19,458

第69期

12,900

売上高 営業利益
（百万円）（百万円） ■第2四半期　■通期 ■第2四半期　■通期

当第2四半期における連結業績の概況

売上高� 5,229億 79百万円（対前年同期比�100.4%）

営業利益� 168億 16百万円（対前年同期比���86.4%）

経常利益� 178億 23百万円（対前年同期比���90.2%）
親会社株主に帰属する
四半期純利益 �105億 　3百万円（対前年同期比�111.8%）
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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

き続き品質向上と新製品開発を積極的に行い、「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、消費の二極化に対応して高品質・高付加価値製

品や値頃感のある製品の開発につとめるなど、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、着実な売上拡大をめ

ざしてまいります。また、製品のアイテム数を適正な水

準に管理して、生産面、物流面の効率化につとめ、品質

訴求によって効果的な販売活動を推進するとともに、

人手不足感の強まる中で業務の効率化によって生産性

の向上をはかり、収益の確保をめざしてまいります。

　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、デイリーヤマザキの商品本部を充実強化

し、当社グループの知恵と知識を駆使した商品企画開

発によって種蒔きの仕事を確実に実施し、競争力のあ

る製品づくりを積極的に行い、業績の回復をめざして

まいります。

　ヤマザキビスケット㈱では、モンデリーズ・インター

ナショナル・インクとのライセンス契約終了に伴う

リッツ、オレオ、プレミアム等の類似製品の製造の制限

が、本年12月１日より解除されます。ヤマザキビス

ケット㈱が長年培った技術により更に品質を向上させ、

お客様に喜ばれる新製品として発売し、業績の向上を

期す準備を進めております。

　さらに、子会社各社がそれぞれの課題に的確に対

応して業績の向上をはかり、新しい価値と新しい需

要を創造して所期の目標達成をめざし努力してまい

ります。

通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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セグメント別の状況

食品事業
売上高 4,883億78百万円（対前年同期比�100.5%） 300,000
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400,000

500,000

600,000

453,584 472,626 485,913 488,378

第67期 第68期 第69期 第70期

（百万円） 売上高（第2四半期）

売上高構成比
93.4%

　食パンは、「ロイヤルブレッド」、「超芳醇」、「ダブルソフト」の３大ブランドを中心に売場づくりを推進し品質訴求
による拡販につとめ、新製品「ロイヤルブレッドプレミアム」を発売しブランド力の強化をはかりました。また、
「レーズンゴールド」、「チーズゴールド」に加え、新製品「チョコゴールド」を投入してゴールドシリーズの取扱拡大
をはかり、食パン全体で数量・販売単価ともに上昇し、順調な売上となりました。

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 チョコゴールド

食パン部門　売上高507億 66百万円（対前年同期比�101.0%） 9.7%

チーズゴールド

ゴールドシリーズ
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　菓子パンは、お客様の節約志向の影響が強まる厳しい状況の中で、ヤマザキ菓子パンや「ミニスナックゴールド」
など主力製品の品質向上をはかるとともに、ヤマザキグループ独自の技術とルヴァン種を活用したハードロールの新
製品「パン・オ・ルヴァン」シリーズを発売するなど売上の回復をはかりましたが、コンビニエンスストア向けドー
ナツの売上減少の影響が大きく、前年同期の売上を下回りました。

菓子パン部門　売上高1,807億 97百万円（対前年同期比�99.3%）
34.6%

和菓子部門　売上高343億 34百万円（対前年同期比�101.0%） 6.6%

　和菓子は、主力の串団子や大福、まんじゅうが堅調に推移するとともに、品質向上した「ホット
ケーキサンド」が伸長し、順調な売上となりました。

あんぱん
（ヤマザキ菓子パン）

ミニスナックゴールド 大きなメロンパン

具たっぷり肉まん

豆大福

串だんご

ミルクチョコクリーム
コロネ

プリエーゼ
（パン・オ・ルヴァン）

北海道チーズ蒸しケーキ

ホットケーキサンド草大福
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セグメント別の状況

　洋菓子は、２個入り生ケーキなどのチルドケーキが堅調に推移するとともに、スペシャルシリーズなどのスナック
ケーキが好調に推移し、前年同期の売上を確保しました。

まるごとバナナ

イチゴスペシャル

モンブラン

洋菓子部門　売上高665億 66百万円（対前年同期比�100.1%） 12.7%

調理パン・米飯類部門　売上高762億 80百万円（対前年同期比�105.8%）
14.6%

苺のショートケーキ

　調理パン・米飯類は、食パンの品質を向上させたサンドイッチが、デイリーヤマザキを中心にコンビニエンススト
アチェーンでの取扱が拡大し大きく伸長するとともに、㈱サンデリカの大手量販店や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。

大きなサンド
ミックスてりやき

バーガー
おむすび
鶏五目

おかず
幕の内弁当

ダブルロール

手巻おにぎり
ツナマヨネーズ ひとくちサンド

こだわりソースの焼きそばパン
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製菓・米菓・その他商品類部門　売上高796億 32百万円（対前年同期比�98.3%）
15.2%

　製菓・米菓・その他商品類は、㈱不二家の「カントリーマアム」や㈱東ハトの「オールレーズン」などが好調に推
移しました。ヤマザキビスケット㈱は、主力製品の「チップスター」や前期に発売した「ルヴァン」、「ＹＢＣスタン
ドパック」などの取扱拡大につとめましたが、ビスケット、クラッカーの売上逸失が大きく、売上減となりました。

ルヴァン レモンパック

流通事業
売上高 294億45百万円（対前年同期比�98.3%）
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10,000

30,000
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30,316 31,364 29,95429,954

第67期 第68期 第69期

29,445

第70期
0

（百万円） 売上高（第2四半期）

売上高構成比
5.6%

オールレーズン

ルック

チップスター ポテコ カントリーマアム

当第2四半期末の店舗数

1,568店
（前年同期末差�1店増）

●デイリーヤマザキ
1,211店

（前年同期末差�36店減）

●ニューヤマザキデイリーストア
323店

（前年同期末差�48店増）

●ヤマザキデイリーストアー
34店

（前年同期末差�11店減）

　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、焼きたてパンや手づくりの弁当・
サンドイッチの品揃えの強化をはかるなど、店舗売上の増加をめざしました。また、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、重点管
理店を中心に店舗運営の改
善を推進し、重点エリアを設
定した店舗開発や、店内加工
機能の導入など店舗機能強
化のための改装に取り組み
ました。

デイリーヤマザキ�柏たなか店（千葉県�柏市） 8



製品情報

　「ロイヤルブレッド」は、厳選された良質な上級
粉を使用し、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。
　小麦本来の味と香り、バターの風味を活かして
焼き上げておりますので、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。

　平成29年３月に新しく発売した「ロイヤル
ブレッド�プレミアム」は、当社最上級の小麦粉
とロイヤルブレッドの約1.5倍のバターを使用
し、当社独自の最新の発酵技術により、ミミま
でやわらかく、しっとりなめらかな食感に仕上
げております。

「ロイヤルブレッド プレミアム」

品質とおいしさ「ロイヤルブレッド」

　「ロイヤルブレッド�ゴールド」は、当社最上
級の小麦粉を使用し、バターと生クリームを加
えて焼き上げた、ロイヤルブレッド最上級グ
レードの食パンです。
　弾力のある食感と、甘みのあるしっかりとし
たコクをお楽しみいただけます。

「ロイヤルブレッド ゴールド」
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　「パン・オ・ルヴァン」は、自家製発酵種（ルヴァン種）を使用した食事パンです。
　米国ニューヨークの著名レストランや高級ホテル等に高品質のアルチザン・
ブレッドを提供するトムキャット社のベーカリー技術を参考に開発しました。
　当社独自のルヴァン種を使用し、長時間発酵させることにより、小麦本来の
香りや旨みを引き出すとともに、もちもちとした食感を実現しました。製品の
特徴に応じて、小麦粉を配合したホワイトルヴァンと、ライ麦粉を配合したラ
イルヴァンを使い分けております。
　お料理とともにお召しあがりいただきたい逸品です。

パン・オ・ルヴァンシリーズを発売しました

　レーズンとくるみをたっぷり練り込んで
焼き上げたフランスパンです。

　マイルドな味わいのチーズを巻き込んで
焼き上げたプリエーゼです。

　ライ麦粉特有の穀物の風味と味わいが特
徴のイタリアを代表する食事パンです。

ホワイトルヴァン配合

　黒胡麻、黒米、発芽玄米、ライ麦、小麦粉
を練り込んで焼き上げたフランスパンです。

ライルヴァン配合

　ローストした亜麻仁を練り込んで焼き上
げたフランスパンです。

①商号　　　Tom�Cat�Bakery,Inc.

②所在地　　��43-05�10thSt.�Long�Island�
City,�New�York

③創業　　　1987年（昭和62年）

④事業内容　��手作り感の強い高品質アル
チザン・ブレッドの製造販売

トムキャット社

　平成28年7月1日、当社グループの
一員となりました。
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社会貢献への取組み

公益財団法人国際開発救援財団（FIDR）への支援

国際協力活動および緊急援助活動を推進しています

　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。WVJは、お陰様で
本年10月に設立30周年を迎え、日本で有数の特定非
営利活動法人に成長してまいりました。
　FIDR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
時における緊急援助事業を実施しております。
　現在は、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
本大震災への復興支援を継続するとともに、昨年4月
の熊本地震発生の際には、迅速な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への支援

　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送ることを願い、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。

国立小児病院での治療の様子（カンボジア�プノンペン）

　FIDRが20年間にわたり、カンボジアの首都プノン
ペンにある国立小児病院を拠点に、小児外科医療の技
術向上に取り組んできた結果、病院において適切な治
療や手術が行われるようになるとともに、カンボジア
人医師によって自国内での医療従事者の育成を担える
までになりました。
　しかし、地方ではまだ数多くの子どもたちが適切な
診療を受けることができておりません。そこでFIDRは、
次の段階として、平成29年度より、地方における小児
外科診療体制を整えるための取組みを開始しました。
国内各地の医療事情を分析して、カンボジア北東部の
クラチェ州を選定し、州都にあるクラチェ州病院にお
いて小児外科診療能力の向上に取り組んでおります。
今後は、同州内の病院や診療所などと連携し、地方の
子どもたちが迅速かつ的確に治療を受けられる体制づ
くりをめざします。

 カンボジアでの援助活動
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　FIDRは、平成24年からネパール中部の山間部で地
域の生活向上の支援活動を実施しております。その活
動拠点であるダーディン郡は、平成27年4月に発生し
た大地震により、多くの家屋や学校などの施設が損壊
しました。FIDRは、地域の人々からの学校再建を望む
声を受けて、震災復興支援として5つの学校を建設し
ました。校舎完成後は、引き続き、教員の養成を中心
とした、教育の質の向上に取り組んでおります。

　FIDRは、岩手県山田町、大槌町を中心に、東日本大
震災への復興支援活動を継続しております。これまで、
漁船の建造や漁具の購入支援など水産業の早期回復に
取り組むとともに、保育園舎の建設や遊具、学校図書
の購入など子どもたちへの支援を実施しました。また、
住民の方々による自主的な地域活動を後押しするなど、
地域の輪を広げる活動を継続し、１日も早い復興につ
ながるようつとめました。
　現在は、集会施設の建設支援に取り組んでおります。
集会施設は、地域の方々の交流の拠点となるばかりで
なく、災害発生時には一時避難の場としても利用する
ことができます。
　FIDRは、今後も支援を継続してまいります。

 ネパールでの援助活動  東日本大震災への復興支援活動

　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、アフリカやア
ジアの開発途上国での援助活動など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、東日本大震災、
熊本地震、ネパール大地震などの国内外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。

建設を支援したコミュニティセンター（岩手県�山田町）

ヤマザキ「ラブ・ローフ」募金への協力

完成した小学校校舎（ネパール�ダーディン郡）

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の活動の詳細、支援方法などにつき
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/
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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29年6月30日現在

前期末
平成28年12月31日現在

増　減

資産の部
流動資産 223,991 251,045 △27,054

固定資産 459,145 452,840 6,305

　有形固定資産 308,246 303,702 4,543

　無形固定資産 20,241 21,664 △1,423

　投資その他の資産 130,657 127,472 3,184

資産合計 683,136 703,886 △20,749

負債の部
流動負債 214,253 239,636 △25,383

固定負債 155,935 161,327 △5,392

負債合計 370,188 400,963 △30,775

純資産の部
株主資本 282,116 274,930 7,185

　資本金 11,014 11,014 －
　資本剰余金 9,666 9,666 －
　利益剰余金 262,332 255,145 7,186

　自己株式 △897 △895 △1

その他の包括利益累計額 6,980 3,845 3,134

非支配株主持分 23,851 24,145 △294

純資産合計 312,948 302,922 10,026

負債純資産合計 683,136 703,886 △20,749
（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
現金及び預金が31億99百万円、受取手形及び売掛金
が236億79百万円それぞれ減少したこと等により、
流動資産合計で270億54百万円減少し、2,239億91
百万円となりました。

有形・無形固定資産
有形固定資産は、神戸工場建設に伴う契約金や品質
向上のための生産設備の更新等で45億43百万円増加、
また無形固定資産は、のれんの償却等により14億23
百万円減少し、有形・無形固定資産合計は3,284億
88百万円となりました。
当第２四半期の設備投資額は、223億31百万円、減
価償却実施額は176億40百万円であります。

投資その他の資産
株式相場の上昇により投資有価証券が増加したこと
等により31億84百万円増加し、1,306億57百万円と
なりました。

負債合計
仕入債務等の減少や借入金の約定返済により、負債
合計は307億75百万円減少し、3,701億88百万円と
なりました。

純資産合計
利益剰余金が71億86百万円、その他有価証券評価差
額金が15億９百万円それぞれ増加したことにより、純
資産合計は100億26百万円増加し、3,129億48百万円
となりました。
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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29年	1	月	1	日から
平成29年	6	月30日まで

前第2四半期
平成28年	1	月	1	日から
平成28年	6	月30日まで

増　減

売上高 522,979 520,668 2,311

売上原価 331,970 328,636 3,333

売上総利益 191,009 192,031 △1,022

販売費及び一般管理費 174,192 172,572 1,620

営業利益 16,816 19,458 △2,642

営業外収益 1,767 1,483 283

営業外費用 760 1,174 △414

経常利益 17,823 19,767 △1,944

特別利益 293 644 △351

特別損失 1,293 1,881 △587

税金等調整前四半期純利益 16,823 18,530 △1,707

法人税等合計 6,184 8,587 △2,402

四半期純利益 10,638 9,943 695

非支配株主に帰属する四半期純利益 134 544 △410

親会社株主に帰属する四半期純利益 10,503 9,398 1,105
（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29年	1	月	1	日から
平成29年	6	月30日まで

前第2四半期
平成28年	1	月	1	日から
平成28年	6	月30日まで

増　減

営業活動によるキャッシュ・フロー 43,114 45,102 △1,988

投資活動によるキャッシュ・フロー △32,617 △16,300 △16,317

財務活動によるキャッシュ・フロー △13,451 △15,351 1,900

現金及び現金同等物に係る換算差額 21 △152 173

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,933 13,297 △16,231

現金及び現金同等物の期首残高 104,344 108,716 △4,371

現金及び現金同等物の四半期末残高 101,410 122,013 △20,602

（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。

親会社株主に帰属する四半期純利益
税負担の減少もあり、前年同期に比べ11.8％の増益
となりました。

損益計算書のポイント

売上高
食パンや和菓子、調理パン・米飯類が好調に推移し
たこともあり、前年同期に比べ0.4％の増収となりま
した。

営業利益
子会社の売上原価率のアップにより売上原価率が前
年同期を0.4％上回るとともに、物流費等が増加した
こともあり、前年同期に比べ13.6％の減益となりま
した。

経常利益
前年同期に比べ9.8％の減益で、売上高経常利益率は
3.4％となりました。
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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）

科　目 当第2四半期末
平成29年6月30日現在

前期末
平成28年12月31日現在

増　減

資産の部

流動資産 128,972 148,153 △19,181

固定資産 382,496 377,481 5,015

　有形固定資産 202,072 199,560 2,512

　無形固定資産 5,562 6,612 △1,050

　投資その他の資産 174,862 171,308 3,553

資産合計 511,469 525,635 △14,166

負債の部

流動負債 140,267 159,897 △19,629

固定負債 88,321 90,867 △2,545

負債合計 228,589 250,764 △22,175

純資産の部

株主資本 256,337 249,788 6,548

　資本金 11,014 11,014 －

　資本剰余金 9,676 9,676 －

　利益剰余金 236,543 229,993 6,550

　自己株式 △897 △895 △1

評価・換算差額等 26,542 25,082 1,460

純資産合計 282,879 274,870 8,009

負債純資産合計 511,469 525,635 △14,166

（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。

四半期損益計算書（要旨）	 	（単位：百万円）

科　目
当第2四半期
平成29年	1	月	1	日から
平成29年	6	月30日まで

前第2四半期
平成28年	1	月	1	日から
平成28年	6	月30日まで

増　減

売上高 372,543 369,213 3,330

売上原価 246,542 244,488 2,053

売上総利益 126,001 124,724 1,277

販売費及び一般管理費 112,907 111,516 1,390

営業利益 13,094 13,208 △113

営業外収益 2,548 2,111 437

営業外費用 612 891 △279

経常利益 15,030 14,428 602

特別利益 277 641 △363

特別損失 991 1,403 △412

税引前四半期純利益 14,316 13,666 650

法人税等合計 4,449 6,038 △1,588

四半期純利益 9,867 7,627 2,239

（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「秋のわくわくプレゼント」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
社製品の詰合せを毎年4月にお届けいたします。

　平成29年9月1日（金）から11月15日（水）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。
　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。

写真は本年4月にお届けしたものです。

株主優待制度は、当社株式1,000株（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、製品情報やおすすめ
のレシピなど、さまざまな情報を公開しています。

Ｂコース ダッフィー＆ジェラトーニ	ぬいぐるみ	＋
ラスク（12枚）のセット

Aコース 東京ディズニーリゾート®パークチケット（ペア）	＋
東京ディズニーリゾート・ギフトカード5,000円分

Ｃコース ヤマザキグループのお菓子セット
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株式の状況（平成29年6月30日現在）

役員・従業員（平成29年6月30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 13,446名

（前期末比1,525名減）

大 株 主（上位10名）
株	主	名 持株数（株） 持株比率（％）

飯島興産株式会社 15,602,895 7.0
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） 5,552,900 2.5
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 園田　　誠
取締役副社長 山田　憲典 取 締 役 荘司　芳和
専 務 取 締 役 吉田　輝久 取 締 役 吉田谷良一
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 松丸　輝夫
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）
常 務 取 締 役 深澤　忠史
※社外取締役の原田明夫氏は、平成29年4月6日に逝去されました。

従業員
連 結 28,017名

（男性21,613名、女性6,404名）

当 社 19,199名
（男性15,404名、女性3,795名）

50万株以上
81.8%
（73名／
180,123千株）

証券会社 0.4%（39名／826千株）

個人・その他 15.8%（12,718名／34,793千株）

100株未満 0.0%（957名／28千株）

100株以上 0.6%（5,202名／1,270千株）

1,000株以上 5.6%（6,758名／12,335千株）

1万株以上 4.5%（371名／10,024千株）

10万株以上 7.5%（85名／16,500千株）

その他の法人
40.4%
（181名／
88,965千株）

金融機関
26.5%
（60名／
58,420千株）

外国人
16.9%
（448名／
37,277千株）

●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29年6月30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
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
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
株式会社スリーエスフーズ 480 100.0 パンの製造及び販売
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.	 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。

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。

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


