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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（平成26年1月１日から平成26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、日本経済は消費増税の影響を克服し、徐々に持ち直して
まいりましたが、パン・菓子業界におきましては、お客様の節約志向が高まる中で
販売競争が激化し、円安に伴う輸入原材料価格の高騰やエネルギーコストの上昇も
あり、厳しい経営環境が続きました。とりわけ消費増税への対応は大きな課題であ
りましたが、製パン業界では、日本パン公正取引協議会の消費税の転嫁及び表示.
カルテルの結成によって、増税分を円滑かつ適正に転嫁することができました。
　当社は、消費増税後の市場の変化に対応する製品施策、営業戦略として、各部門
毎に高品質・高付加価値戦略を推進してまいりました。「ロイヤルブレッド」や「ヤ
マザキゴールドシリーズ」、新発売の「おいしい菓子パン」シリーズや新製品の「ドー
ワッツ」など、ヤマザキの技術力によって品質を高め、付加価値をつけた製品群が
順調に推移し、下半期において力強い売上拡大を実現することができました。お蔭
様で、当期の連結業績につきましては、増収増益を達成することができました。
　次期は、当社グループの連結売上高が初めて1兆円を超える計画となっておりま
す。まず、当社グループの総力を挙げて「デイリーヤマザキ」の商品開発と店舗開
発に取り組み、店舗運営の強化策を講じてデイリーヤマザキ事業を軌道に乗せ、着
実な業績改善をはかってまいります。また、市場の変化をしっかりと見据え、「厳撰
100品」を中心に主力製品の更なる品質向上をはかるとともに、当社独自の技術を
駆使し高品質・高付加価値製品の開発に積極的に取り組むなど、各部門毎の製品施
策、営業戦略を推進してまいります。販売面では、「デイリーヤマザキ」を核とした
自社業態店の充実をはかるとともに、広域流通チェーンに対する営業力を強化し、
製品力に確信を持った営業活動を推進し、売上拡大をはかってまいります。
　さらに、小委員会による「なぜなぜ改善」と「2本立ての5S」に取り組み、業務
の効率化とコストの削減を実現し、目標達成に向けグループ一丸となって努力して
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27年3月

代表取締役社長　　　　　　　　　　　
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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、４月の消費
増税に伴う駆け込み需要の反動によって鉱工業生産が
減少し景気は弱含みましたが、その後、徐々に持ち直
しの動きが広がってまいりました。また、増税後の物価
上昇による実質可処分所得の伸び悩みもあり、個人消
費は弱い動きとなりました。
　パン・菓子業界にありましては、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、円安によ
る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、厳しい経営環境となりました。ま

当期の事業の概況

た、コンビニエンスストア業界にありましては、大手チ
ェーンの積極的な出店に加え、小型スーパーやドラッグ
ストアとの販売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、消
費増税に先立ち、日本パン公正取引協議会において結
成された消費税の転嫁及び表示カルテルに参加し、消
費税の円滑かつ適正な転嫁をめざしました。さらに、当
社グループは、主力製品の品質向上と新製品開発によ
って価値ある製品を提供するとともに、高品質・高付
加価値製品の開発に取り組むなど、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、キャンペーンを活用して主力製品の売上拡大を
はかり、「ロイヤルブレッド」の積極的な拡販や「ヤマ
ザキゴールドシリーズ」の取扱拡大、「おいしい菓子パン」
シリーズの発売など高品質・高付加価値戦略を推進す
るとともに、ヤマザキの売れ筋製品の「厳撰100品」
を重点的に拡販し、売上上位品の販売に集中して製品
アイテム数の適正管理を実現し、効率の良い生産、販
売、物流体制の構築をめざしました。
　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、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、和洋菓子の価値
ある製品の提供につとめるとともに、調理パン、米飯、
麺類の品質向上をはかり、当社グループの総力を挙げ
て業績の向上をめざしました。また、工場エリアごとに
編成したリージョンと各工場が一体となって店舗の開
発、運営に取り組み、「デイリーヤマザキ」の既存店の

売上高

9,950億 11百万円
（対前期比.102.8%）

営業利益

208億 76百万円
（対前期比.125.9%）

経常利益

227億 70百万円
（対前期比.121.7%）

当期純利益

120億 48百万円
（対前期比.106.3%）

当期における連結業績の概況
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事業の概要

売上高 営業利益
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活性化と新業態「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。
　当期の業績につきましては、連結売上高は9,950億
11百万円（対前期比102.8％）、連結営業利益は208
億76百万円（対前期比125.9％）、連結経常利益は
227億70百万円（対前期比121.7％）、連結当期純利
益は120億48百万円（対前期比106.3％）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、わが国経済は消費
増税に伴う景気下押しの影響を克服して緩やかな回復
基調が続くことが期待されますが、当面、消費マインド
に弱さが残り、個人消費の回復にはなお時間を要する
ものと思われます。
　パン・菓子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、原材料費
の高止まりもあり、厳しい収益環境が続くことが予測さ

次期の見通し

れます。また、コンビニエンスストア業界におきまして
は、既存店売上が伸び悩む中で、大手チェーンの出店
攻勢が続き、競合が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
き続き主力製品の品質向上と新製品開発に取り組むと
ともに、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す。販売面では、引き続き「厳撰
100品」を中心とした主力製品のブランド力を強化す
るとともに、高品質・高付加価値戦略を推進し、新しい
価値と新しい需要の創造をめざしてまいります。
　食パンは、品質とおいしさの訴求をもって「ロイヤル
ブレッド」の取扱拡大をはかるとともに、「ダブルソフト」
の品質向上をはかり育成につとめてまいります。菓子パ
ンは、ワンランク上の新しいおいしさを提供する「おい
しい菓子パン」シリーズを充実強化し売場づくりを推進
してまいります。「ランチパック」につきましては、値
頃感のある価格帯へ計画的に新製品を投入するととも
に、素材を吟味しヤマザキの技術を駆使した高付加価
値製品の展開を推進し売上回復をめざしてまいります。

3

010_0847001272703.indd   3 2015/03/16   18:02:20



経常利益 当期純利益
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洋菓子は、主力の「まるごとバナナ」や「２個入り生ケー
キ」の品質を向上し取扱拡大をはかるとともに、量販店
向けの新シリーズ「プレミアムスイーツ」の売場づくり
を推進してまいります。
　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、「ヤマザキベストセレクション」の「具たっ
ぷりおにぎり」の開発を推進して高品質な米飯類の充
実をはかるとともに、調理麺についても麺の品質向上
に取り組み、「春のパンまつり」などのキャンペーンを
最大限活用して主力製品を拡販し、来店客数と店舗売
上の増加をめざしてまいります。また、値頃感のある仕
入商品を導入して日用品の品揃えを充実し新規顧客の
獲得につとめてまいります。さらに、工場エリアごとに
編成したリージョンと各工場が一体となって商品開発、
店舗運営に取り組み、「デイリーヤマザキ」、「ニューヤ
マザキデイリーストア」の店舗開発を推進し、当社グ
ループの総力を挙げて店舗の強化策を講じてデイリー
ヤマザキ事業の業績改善をめざしてまいります。
　さらに、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、安定的な収益確保をめ
ざしてまいります。

次期の連結業績見通し
売上高

1兆120億円
（対前期比.101.7%）

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%）
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セグメント別の状況

食パン部門　売上高917億14百万円（対前期比 100.7%）

　食品事業におきましては、高品質・高付加価値戦略を推

進し販売単価アップをはかるとともに、「厳撰100品」を

中心とした主力製品の徹底した拡販に取り組みました。

　食品事業の売上高につきましては、「ロイヤルブレッド」

や「ヤマザキゴールドシリーズ」、「おいしい菓子パン」シリー

ズや「ドーワッツ」など、ヤマザキの技術によって品質を

高め付加価値をつけた製品が売上を牽引し、増収を達成す

ることができました。

　食パンは、主力の「ロイヤルブレッド」に山型やサンド
イッチ用などの新製品を投入してラインアップを拡充し、
量販店に専用コーナーを設けるなど「ロイヤルブレッド」
の売場づくりを推進して拡販につとめるとともに、少量目
の２枚入、３枚入を活用して高品質・高付加価値の食パン
「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、食パンの販売単価は上昇に転じ、前期売上を上回
ることができました。

食品事業 売上高 9,218億50百万円（対前期比 102.8%）
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菓子パン部門　売上高3,389億15百万円（対前期比 103.0%）

和菓子部門　売上高689億16百万円（対前期比 105.5%）

　和菓子は、串団子や大福、まんじゅうが好調に推移する
とともに、品質を向上した「北海道チーズ蒸しケーキ」な
ど蒸しパンが伸長し、焼菓子が堅調に推移するなど、好調
な売上となりました。
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　菓子パンは、主力製品を販売強化するとともに、「おい
しい菓子パン」シリーズなど高品質・高付加価値製品の取
扱拡大をはかりました。また、クロワッサン生地を用いた
サックリとした食感の新製品「ドーワッツ」が売上を牽引
してドーナツが大きく伸長するとともに、品質を向上した
ペストリーが好調に推移し、順調な売上となりました。
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セグメント別の状況

洋菓子部門　売上高1,285億57百万円（対前期比 105.7%）

　洋菓子は、消費増税後のお客様の節約志向の影響があ
りましたが、第４四半期から回復傾向となり、また㈱不二
家による㈱スイートガーデンの連結子会社化もあり、大幅
な売上増となりました。
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調理パン・米飯類部門　売上高1,339億60百万円（対前期比 99.3%）

　調理パン・米飯類は、取引先店舗数の減少や麺類の伸
び悩みもあり、前期売上を若干下回りました。
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製菓・米菓・その他商品類部門　売上高1,597億85百万円（対前期比 103.5%）
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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㈱、㈱東ハトのク
ラッカーやビスケットが好調に推移し、順調な売上となり
ました。
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　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
にパン、和洋菓子の価値ある製品の提供につとめるとともに、サンドイッチのパンや具材の改良に取り組
み、㈱サンデリカに最新鋭の炊飯設備を導入して「ご飯」の品質向上をはかり「ベストセレクション弁当」
の開発を推進するなど、商品力の強化をはかってまいりました。
　当期末の店舗数は、「デイリー
ヤマザキ」1,386店、「ヤマザキ
デイリーストアー」64店、「ニュー
ヤマザキデイリーストア」136店、
総店舗数1,586店（前期末と同
数）となりました。
　流通事業の売上高は、直営店の
増加によって増収となりました。

流通事業 売上高 635億98百万円（対前期比 100.5%）

92.6%

6.4%
売上高構成比
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ニューヤマザキデイリーストア
野田寿美野屋店（平成26年1月オープン）

ⓒ.Disney
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製品情報・トピックス

「ダブルソフト」は、“やわらかな食感”が特長の当社のロングセラーの
食パンです。
お客様からの“ミミまでやわらかい食パン”を求める声にお応えして開
発したもので、1989年に発売を開始し、25周年を迎えました。
当社独自の技術と製法により、そのまま食べてもふんわりとやわらか
く、トーストしてもミミまでサクサクとやわらかな食感で、ほんのりと
した甘さとミルクの風味豊かな味わいを実現しました。また、真ん中か
ら簡単に縦に割ることができるのでとても食べやすく、幅広い層の方々
からご好評をいただいております。

「ダブルソフト」が25周年を迎えました

パーティーにぴったり!

サーモンのポケットサンド

ポケットに詰めるものをアレンジ
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！

材料＜1人分＞

作り方

❶..「ダブルソフト」を真ん中か
ら縦に割り、切りこみを入
れてポケットをつくる。

❷ ポケットに、マヨネーズ、
スモークサーモン、レタス
を詰め、レモンスライスを
飾る。

●.「ダブルソフト」. 1枚
●.スモークサーモン. 4枚
●.レタス. 1/2枚
●.マヨネーズ. 大さじ1
●.レモンスライス. 適量

「ダブルソフト」の品質をさらに追求した高
品質・高付加価値の食パンとして、「ダブル.
ソフトゴールド」をご用意しております。
「ダブルソフト」のやわらかさとミルク風味
の豊かな香りはそのままに、バターと生.

クリームでコクを加え
た奥深い味わいをお
楽しみいただけます。
トーストはもちろん、
そのままでもおいし
くお召しあがりいた
だけます。

「ダブルソフトゴールド」
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「ロイヤルブレッド」が
「第33回食品ヒット大賞優秀ヒット賞」を
受賞しました
このたび、当社の主力食パン「ロイヤルブレッド」が「第33回食品ヒット大賞優
秀ヒット賞」を受賞しました。同賞は、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ます。
「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
かして焼きあげた、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。

お好みにあわせてお選び.
いただけるよう、「ロイヤル.
ブレッドゴールド」、「ロイヤル.
ブレッド」の山型や10枚ス
ライスなど、さまざまなライ
ンアップを取り揃えており.
ます。

ロイヤルブレッド
「おいしいが色々」篇
出演　松　たか子

10
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製品情報・トピックス

「ドーワッツ」が
「第44回食品産業技術功労賞」を受賞しました

このたび、「ドーワッツ」が「第44回食品産業技術功労賞」を受賞しました。同賞は、
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・団体が表彰されます。
「ドーワッツ」は、クロワッサンとドーナツを組み合わせたような、サクッとした食感が特
長の新しいタイプのドーナツです。素材を厳選し、当社独自の技
術を駆使して作りあげた生地を、幾層にも重ねて揚げることによ
り、クロワッサンのサクサク感とドーナツのしっとり感を実現し
ました。サクッとした食感を保つために、ドーナツを包んでいる
パッケージにも通気性を高めるなどの工夫をこらしております。

「おいしい菓子パン」シリーズは、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
いおいしさを追求した製品です。
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。

あらびきポーク
ソーセージフランス
あらびきポークソーセージと粒
マスタード入りドレッシングをフ
ランスパン生地で包みました。

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あげました。

こんがり焼いたりんごパイ
パイ生地にカスタードクリー
ムを敷き、蜜漬けりんごを
のせて焼きあげました。

しっとり濃厚
ショコラパン
チョコクリームをたっぷり
と折り込んだ生地を組み
合わせて焼きあげました。

11
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コンビニエンスストア事業の取組み

当社は、平成25年7月にコンビニエンスストア事業の子会社㈱デイ
リーヤマザキを吸収合併しました。
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、和洋菓子の品揃えを充実し、弁当、おにぎり、調理麺の品質
向上をはかるなど、デイリーヤマザキの再生復活に取り組んでおります。

デイリーヤマザキ事業の取組み

ニューヤマザキデイリーストア　市川一丁目店
（千葉県市川市　平成26年3月オープン）

素材や原材料を厳選し、当社独
自の技術を駆使した高品質な製
品のブランドです。

セルフ方式のカフェ.
マシーンにより、淹れ
たての味と香りをお楽
しみいただけます。

カフェ
コーナー

素材や原材料を厳選した、当社グ
ループのオリジナルブランドです。

大きなツインシュー

ミックス
サンド

具たっぷり
おにぎり

和菓子
コーナー

バラエティ豊かな和菓子を、
おひとつからお求めいただけ
ます。

豆いっぱい
大福

ふっくらしたごはんを使用した弁
当やおにぎり、具材を改良したサ
ンドイッチ、品質を向上した麺類
など、充実したラインアップです。

調理パン
・米飯類
コーナー

チョコづくし
チョコ
クロワッサン

極太
ソーセージ

たっぷりタルタルの
チキン南蛮弁当

おかず幕の内
弁当

12
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当社グループの店舗網

デイリーヤマザキ（コンビニエンスストア）

愛知：安城相生町店（平成26年12月オープン）

ヤマザキショップ（地域密着型小売店）

神奈川：戸部ながせ店（平成26年11月オープン）

東京：nonowa東小金井店（平成26年1月オープン）

不二家（洋菓子店）

13
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兵庫：摂津本山店（平成26年10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）

広島：広島駅店（平成26年11月オープン）

神奈川：小田原店（平成26年11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2,000件を超え、助成額では総額36
億3,000万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
1,272件、総額25億3,700万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、261件、1億7,200万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31件、研究奨
励金の総額は9,800万円と
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

平成25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

飯島藤十郎食品科学賞
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　当財団の学術研究助成を受けた研究者や、飯島藤十
郎食品科学賞受賞者などから、その研究成果発表や受
賞記念講演をしていただく学術講演会を開催し、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

　当財団は、平成26年7月に設立30周年を迎えました。
　財団設立30周年記念事業の一環として、平成26年
10月に、設立30周年記念式典および祝賀会を開催し、
約400名の方々にご出席をいただきました。
　式典に先立って開催された記念講演会では、飯島藤
十郎食品科学賞受賞講演および設立30周年記念特別講
演が行われました。

財団設立30周年記念事業

学術講演会

設立30周年記念特別講演を行う
畑江敬子昭和学院短期大学学長

設立30周年記念式典で挨拶する飯島延浩評議員会長

飯島藤十郎食品科学賞受賞講演
■演題 栄養によるタンパク質代謝調節と米の新規機能性に関する研究
　演者 門脇.基二（新潟大学大学院自然科学研究科.教授）
　座長 大澤.俊彦（愛知学院大学.教授）
設立30周年記念特別講演
■演題 和食と小麦粉
　演者 畑江.敬子（昭和学院短期大学.学長）
　座長 上野川.修一（東京大学.名誉教授）

●記念講演会（敬称略）

. 平成26年10月2日開催
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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26年12月31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 259,634 218,900 40,733
固定資産 442,415 437,728 4,686
　有形固定資産 295,754 295,934 △179
　無形固定資産 26,988 31,165 △4,176
　投資その他の資産 119,672 110,629 9,043
資産合計 702,049 656,629 45,420
負債の部
流動負債 240,350 217,781 22,568
固定負債 193,380 163,251 30,129
負債合計 433,730 381,032 52,697
純資産の部
株主資本 248,420 239,901 8,519
　資本金 11,014 11,014 ─
　資本剰余金 9,676 9,676 0
　利益剰余金 228,556 220,019 8,537
　自己株式 △826 △808 △18
その他の包括利益累計額 △2,613 13,407 △16,020
少数株主持分 22,511 22,287 223
純資産合計 268,318 275,596 △7,277
負債純資産合計 702,049 656,629 45,420

（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26年 1 月 1 日から
平成26年12月31日まで

前　期
平成25年 1 月 1 日から
平成25年12月31日まで

増　減

売上高 995,011 968,280 26,730
売上原価 638,871 621,625 17,246
売上総利益 356,139 346,655 9,484
販売費及び一般管理費 335,263 330,077 5,185
営業利益 20,876 16,577 4,298
営業外収益 3,717 4,206 △489
営業外費用 1,822 2,070 △247
経常利益 22,770 18,713 4,057
特別利益 10,874 191 10,683
特別損失 7,966 2,456 5,510
税金等調整前当期純利益 25,678 16,447 9,231
法人税、住民税及び事業税 10,655 7,121 3,533
法人税等調整額 2,231 △2,914 5,146
法人税等合計 12,887 4,207 8,680
少数株主損益調整前当期純利益 12,791 12,240 551
少数株主利益 743 905 △162
当期純利益 12,048 11,335 713

（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

繰延税金資産の増加で、投資その他の資産は合計で90億43
百万円増加し、1,196億72百万円となりました。

投資その他の資産

退職給付債務の積立不足額の一括計上や、借入金の増加に
より、負債合計は526億97百万円増加し、4,337億30百万
円となりました。

負債合計

利益剰余金が85億37百万円増加しましたが、退職給付に係る
調整累計額を△186億16百万円計上したこと等により、純資産
合計は72億77百万円減少し、2,683億18百万円となりました。

純資産合計

現金及び預金が新規借入等により333億40百万円増加した
ことにより、流動資産合計で407億33百万円増加し、2,596
億34百万円となりました。

流動資産

パン類や和洋菓子が好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、前期に比べ2.8％の増収となりました。

売上高

増収と販売促進費等の減少や子会社の寄与もあり、前期に比
べ25.9％の増益となりました。

営業利益

持分法による投資利益の減少はありましたが、前期に比べ
21.7％の増益で、売上高経常利益率は2.3％となりました。

経常利益

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、前期に比べ6.3％の増益となりました。

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を実施
しましたが、償却が進んだこともあり１億79百万円減少、また
無形固定資産は、のれんの償却等により41億76百万円減少し、
有形・無形固定資産合計は3,227億42百万円となりました。
当期の設備投資額は、380億62百万円、減価償却実施額は
384億82百万円であります。

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26年 1 月 1 日から
平成26年12月31日まで

前　期
平成25年 1 月 1 日から
平成25年12月31日まで

増　減

営業活動によるキャッシュ・フロー 64,757 47,967 16,789

投資活動によるキャッシュ・フロー △31,954 △33,032 1,077

財務活動によるキャッシュ・フロー 61 △26,461 26,522

現金及び現金同等物に係る換算差額 111 211 △100

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 32,975 △11,313 44,289

現金及び現金同等物の期首残高 79,205 89,205 △10,000

新規連結に伴う
現金及び現金同等物の増加額 ─ 1,313 △1,313

現金及び現金同等物の期末残高 112,181 79,205 32,975

（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

633,858

252,388

655,708

263,116

656,629

275,596

702,049

268,318

36.6 36.9 38.63.2
2.7

1.9

35.0
2.3

（百万円）
■総資産　■純資産

（%） （%）

0

50

40

30

20

10

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

平成26年1月1日残高 11,014 9,676 220,019 △808 239,901 13,514 9 45 △161 ─ 13,407 22,287 275,596

当期変動額
　剰余金の配当 △3,511 △3,511 △3,511

　当期純利益 12,048 12,048 12,048

　土地再評価差額金の取崩 1 1 1

　自己株式の取得 △18 △18 △18

　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） 2,611 9 △1 △23 △18,616 △16,020 223 △15,797

当期変動額合計 ─ 0 8,537 △18 8,519 2,611 9 △1 △23 △18,616 △16,020 223 △7,277

平成26年12月31日残高 11,014 9,676 228,556 △826 248,420 16,126 18 44 △185 △18,616 △2,613 22,511 268,318

連結株主資本等変動計算書 （平成26年1月1日から平成26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26年12月31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 157,108 125,237 31,870
固定資産 367,997 369,091 △1,093
　有形固定資産 196,717 198,595 △1,877
　無形固定資産 11,093 12,820 △1,726
　投資その他の資産 160,186 157,675 2,511
資産合計 525,106 494,329 30,777
負債の部
流動負債 159,216 145,225 13,991
固定負債 121,221 111,109 10,111
負債合計 280,437 256,335 24,102
純資産の部
株主資本 228,747 224,604 4,143
　資本金 11,014 11,014 ─
　資本剰余金 9,676 9,676 0
　利益剰余金 208,883 204,722 4,161
　自己株式 △826 △808 △18
評価・換算差額等 15,920 13,389 2,531
純資産合計 244,668 237,993 6,674
負債純資産合計 525,106 494,329 30,777

（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26年 1 月 1 日から
平成26年12月31日まで

前　期
平成25年 1 月 1 日から
平成25年12月31日まで

増　減

売上高 695,538 659,526 36,011

売上原価 466,687 449,460 17,226

売上総利益 228,851 210,066 18,784

販売費及び一般管理費 216,048 198,458 17,590

営業利益 12,802 11,608 1,194

営業外収益 4,685 4,653 32

営業外費用 1,222 1,207 14

経常利益 16,265 15,053 1,212

特別利益 697 13 683

特別損失 3,132 6,578 △3,446

税引前当期純利益 13,830 8,488 5,342

法人税、住民税及び事業税 7,080 3,410 3,670

法人税等調整額 △922 △2,482 1,559

法人税等合計 6,157 927 5,229

当期純利益 7,673 7,560 112

（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

平成26年1月1日残高 11,014 9,664 11 9,676 2,753 6 500 599 192,480 8,382 204,722 △808 224,604 13,389 237,993
当期変動額
　剰余金の配当 △3,511 △3,511 △3,511 △3,511
　圧縮記帳積立金の取崩 △4 4 ─ ─ ─
　別途積立金の積立 4,000 △4,000 ─ ─ ─
　当期純利益 7,673 7,673 7,673 7,673
　自己株式の取得 △18 △18 △18
　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） 2,531 2,531

当期変動額合計 ─ ─ 0 0 ─ ─ ─ △4 4,000 166 4,161 △18 4,143 2,531 6,674
平成26年12月31日残高 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

株主資本等変動計算書 （平成26年1月1日から平成26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」～
“白いモーニングディッシュ”プレゼント！

　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。

　携帯電話版ホームページであるモバイルサイト「ラン
チパックＣＬＵＢ」は、「新商品紹介」、「発売中の商品ラ
インナップ紹介」とメンバー限定コンテンツで構成され
ています。メンバー限定コンテンツは、ランチパックシ
ョップ情報などが掲載されている「コ
コだけの話」、「ランチパック」の隠
された秘密が読める「ランチパック
のヒミツ」、メンバーからのコメント
やアイディアを募集する「ランチパ
ック研究室」、楽しい「待受画像のダ
ウンロード」など、「ランチパック」
をよりおいしく楽しんでいただける
内容となっております。

ホームページのご案内

モバイルサイト　　　　　　  のご案内

スマートフォンからもアクセスできます ！

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

http://m-ybrand.jp/lunch-p/

　平成27年2月1日（日）
から4月30日（木）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
（日）から5月31日（日）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.
“白いモーニングディッシュ”
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
ページ等をご覧ください。

“新しいお皿で、うれしい春を。” 
使い方いろいろ “白いモーニング
ディッシュ” をプレゼント ！

　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。

株主優待情報

※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26年12月31日現在）

役員・従業員（平成26年12月31日現在）

従業員
連 結 25,693名

（男性20,335名、女性5,358名）

当 社 17,654名
（男性14,525名、女性3,129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 11,223名

（前期末比2,561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
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 5,653,396 2.5
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 4,918,000 2.2
飯島　和 4,494,000 2.0

100万株以上
72.7%
（45名／
160,063千株）

 証券会社   1.2%（22名／2,637千株）

 外国人 14.1%（359名／30,984千株）

 1,000株未満 0.2%（2,269名／518千株）

 1万株以上 4.4%（374名／9,672千株）

 1,000株以上 6.7%（8,416名／14,827千株）

 10万株以上   16.0%（119名／35,201千株）

その他の法人
39.5%
（175名／
86,992千株）

金融機関
26.8%
（58名／
59,012千株）

 個人・その他
18.4%
（10,609名／
40,655千株）

●所有株数別
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グループ概要（平成26年12月31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
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. 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日付で㈱サンデリカと合併し解散いたしました。
 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。
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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。
● 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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