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トップメッセージ

業績の概要

株主の皆様へ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
ここに、第79期報告書をお届けし、当グループの現況をご報告申し上

げます。

また、依然として低価格化競争や人手不足、原材
料価格と物流費の上昇といった深刻な問題が山積し
ているなどの厳しい環境が続いております。

このような状況の中、当グループでは基本方針と
して、「キモチとチカラを合わせる」、「NBを磨き、
新しい価値にチャレンジする」を掲げ、食事パンを
はじめとする既存の自社ブランド（NB）商品の育成
と確立を強化すると共に、積極的に新しい技術を習
得し、新領域の商品群（ロングライフ商品のパン、
OEM商品の冷凍ケーキ、冷凍ピザ生地など）の拡充
に取り組みました。

また、全工場でJFS-B規格（一般財団法人食品安全
マネジメント協会が作成した規格）を取得し、今後
は、FSSC22000（食品安全マネジメントシステム

当連結会計年度（2020年１月１日～2020年12月
31日）におけるわが国経済は、新型コロナウイルス
感染症が世界的に流行したことによる経済活動の停
滞が続く中、感染拡大防止策及び各種政策が講じら
れ、一時的に個人消費の回復の兆しがみられました。

しかしながら、第３波の感染拡大に歯止めをかけ
ることができず、急速に悪化した景気の回復に向け
た動きは再び鈍化し、依然として先行き不透明な状
況が続いております。

食品業界におきましては、リモートワークや必要
不可欠ではない外出を控えて自宅で過ごす「おうち
時間」の充実等の「新しい生活様式」が定着するこ
とに伴い消費者の需要に変化が表われたことは、営
業活動に大きな影響を与えました。

代表取締役社長　   細 貝 正 統
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に関する国際規格）の取得を目指してまいります。
売上高では、主軸であるテレビアニメキャラク

ターの商品が新シリーズの放映開始やキャンペーン
の効果により、年初から好調に推移し、年間を通じ
て前年を上回る結果となりました。

一方、プライベートブランド（PB）商品及び業務
用食材パンにおいては、コロナ禍におけるコンビニ
エンスストアや外食産業の来客数減少により、大幅
な売上減少を余儀なくされました。

また、同業他社との競合が一層厳しくなっている
NB商品では、フードロス対策の観点から特売の機会
を得られない状況が続き、低調に推移しました。

なお、新領域では、必要な製造設備を充実させ、
さらなる生産量の増加を図っております。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は24,021百
万円で、前連結会計年度比729百万円の減収（2.9％
減）、営業損益は、原材料費の効率的運用による抑
制、販売管理費では物流コストの低減に努めました
が、売上の減少影響により、462百万円の損失（前
連結会計年度は557百万円の営業損失）、経常損益
は、賃貸収入など営業外収益241百万円、支払利息
など営業外費用132百万円を計上した結果354百万
円の損失（前連結会計年度は507百万円の経常損失）、
親会社株主に帰属する当期純損益は、投資有価証券
売却による特別利益51百万円、減損損失による特別
損失18百万円を計上した結果368百万円の損失（前
連結会計年度は551百万円の親会社株主に帰属する
当期純損失）となりました。

● 今後に向けての取り組み

今後の見通しにつきましては、新型コロナウイル
ス感染症拡大による経済活動の停滞により、消費者
の低価格志向や人手不足に拍車がかかるなどの非常
に厳しい経営環境に加えて、原材料価格及び物流費
の変動等による不透明な市場環境が続くものと予想
されますが、当グループでは、2021年度の基本方針
を「NBを磨き、新しい価値を創る」とし、全社一丸
となって収益回復に向けて取り組んでまいります。

当連結会計年度は、コロナ禍における厳しい外部
環境により、財務目標を達成することができません
でしたが、当グループの顔であるNB商品について
は、定番商品の育成や新しい販路の開拓などによる
売上確保を強化してまいります。PB商品については、
コンビニエンスストア専用の商品開発プロジェクト
を立ち上げるほか、販路の拡充を図ります。

また、パウンドケーキやクッキーなどのロングラ
イフ商品や冷凍ケーキ、冷凍ピザ生地などの新領域
では、さらなる商品群の拡充に取り組み、それらの
開発にあたって習得する技術や知識を蓄積し、価値
のある製品を創り出していくことにより、厳しい経
営環境の中でも耐えられる収益基盤の構築や企業の
安定性の確保を目指してまいります。

株主の皆様におかれましても、今後共格別のご支
援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

2021年３月
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部門別売上高

30年以上もの間皆様に愛され続けてきた超ロングセラーの「アップルリング」をはじめ、「ミニリング」、「一口包み」、
「ミニクロワッサン」、「大きなデニッシュ」のシリーズは、どれも気軽に食べやすく、子供から大人まで幅広い人気の
菓子パンです。

そのほか、期間限定の商品、他社とコラボレーションした商品、子供が喜ぶキャラクター商品やロングライフ商品のパン
なども多くのお客様からご好評をいただいております。

売上高 14,605 百万円 ◆ 構成比 60.80 ％

連結決算ハイライト

売上高 24,021百万円

営業利益 △462百万円

経常利益 △354百万円

親会社株主に帰属する当期純利益 △368百万円

菓子パン

3種のチーズパン

パン・ド・ルパ

ポケモン
チョコクロワッサン

5個入 たっぷりコーンパン

©Nintendo・CR・GF・TX・SP・JK ©Pokémon

一口包みソーセージ
7個入り
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食パン
子供も喜ぶ風味と食感の「emini」、リニューアルしてしっとりさが

長持ちした「モーニングセレクション」など、厳選された原材料を使
用したこだわりの食パンをご家族の食卓へお届けしております。

売上高 3,051 百万円 ◆ 構成比 12.70 ％

和洋菓子
お客様に楽しんでいただけるように、季節に合わせたトッピングやフィリングを使用した蒸

しパンや有名シェフが監修するクリスマスケーキを生産しております。
また、冷凍ケーキやロングライフ商品の焼き菓子など、皆様に満足していただける新たな商

品群の研究開発に取り組んでおります。

売上高 3,586 百万円 ◆ 構成比 14.93 ％

子会社「スリースター製菓」は、当社高崎工場敷地内に工場を構え、「レーズンサンド」等のクッ
キー・ビスケットなどの菓子類の生産を行っており、他の菓子メーカーからの受注によるOEM生産
も行っております。

子会社「ベーカリープチ」は、当社横浜工場内にセントラルキッチンを構え、外食産業向け及び
インストアベーカリー向け冷蔵生地などの
製造販売を行っております。

子会社「ファースト・ロジスティックス」
は、当社の各工場内に営業所を構え、当グ
ループの製品を中心に配送業務を行ってお
ります。近年は、グループ外からの受注に
も積極的に取り組んでおります。

売上高 2,778 百万円 ◆ 構成比 11.57 ％菓子類・その他

emini（エミニ）食パン
6枚切

モーニングセレクション
6枚切

レーズンサンド レーズンサンド抹茶

スイートポテト蒸し クリームチーズ
スチームケーキ

ソフトクッキー
ホワイトチョコ

ラ・ベットラ 
ショコラマロン
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連結財務諸表

当　期
2020年12月31日現在

前　期
2019年12月31日現在

資産の部

流動資産 5,860 5,926

固定資産 12,677 12,656

有形固定資産 8,024 8,142

無形固定資産 72 97

投資その他の資産 4,580 4,416

資産合計 18,537 18,583

負債の部

流動負債 6,409 4,150

固定負債 3,949 6,018

負債合計 10,359 10,169

純資産の部

株主資本 7,562 7,930

資本金 3,305 3,305

資本剰余金 3,658 3,658

利益剰余金 607 975

自己株式 △9 △9

その他の包括利益累計額 615 483

純資産合計 8,178 8,413

負債及び純資産合計 18,537 18,583

当　期
2020年1月1日から
2020年12月31日まで

前　期
2019年1月1日から
2019年12月31日まで

売上高 24,021 24,751

売上原価 17,576 18,122

売上総利益 6,444 6,628

販売費及び一般管理費 6,907 7,185

営業損失（△） △462 △557

営業外収益 241 236

営業外費用 132 186

経常損失（△） △354 △507

特別利益 51 ー

特別損失 18 ー

税金等調整前当期純損失（△） △320 △507

法人税、住民税及び事業税 46 39

法人税等調整額 0 4

当期純損失（△） △368 △551

親会社株主に帰属する当期純損失（△） △368 △551

当　期
2020年1月1日から
2020年12月31日まで

前　期
2019年1月1日から
2019年12月31日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 233 317

投資活動によるキャッシュ・フロー △537 △893

財務活動によるキャッシュ・フロー 287 △215

現金及び現金同等物の増減額 △16 △791

現金及び現金同等物の期首残高 1,900 2,692

現金及び現金同等物の期末残高 1,884 1,900

連結貸借対照表 （単位：百万円） 連結損益計算書 （単位：百万円）

連結キャッシュ ･ フロー計算書 （単位：百万円）
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会社概要

小平工場
横浜工場

金町工場
高崎工場
新潟営業所

長野営業所

岡山営業所
大阪空港工場

本社

名古屋営業所

会社の概要（2020年12月31日現在） 株式の状況（2020年12月31日現在）

大株主（2020年12月31日現在）

商号
英文商号 FIRST BAKING CO.,LTD.
設立 1947年5月16日
事業内容 各種パン類・菓子類その他食品の製造及び販売
資本金 33億556万7,500円
本店 東京都小平市小川東町三丁目6番1号
従業員数 712名

発行可能株式総数 13,200,000株
発行済株式の総数 6,929,900株
株主数 12,089名

株主名 持株数（千株） 持株比率（％）

豊田通商株式会社 2,314 33.43
MF資産管理合同会社 300 4.33
細貝理栄 294 4.25
細貝隆志 282 4.08
株式会社みずほ銀行 237 3.44
昭和産業株式会社 145 2.10
日本製粉株式会社 142 2.05
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 113 1.63
損害保険ジャパン株式会社 94 1.36
三井住友信託銀行株式会社 92 1.33

（注） 1.　持株比率は自己株式（6,241株）を控除して計算しております。
 2.　 細貝理栄氏の持株数、持株比率には、第一屋製パングループ役員持株会

の自己持分数を含んでおります。

役員（2021年3月30日現在）

代表取締役社長 細 貝 正 統
取締役会長 細 貝 理 栄
取締役副社長 小 山 一 郎
取締役 結 城 義 晴
取締役 平 田 雅 史
取締役 加 藤 茂 治
常勤監査役 家 城 　 裕
監査役 田 櫓 孝 次
監査役 林 　 　 　 健 太 郎
監査役 福 井 孝 之

（注） 1.　 取締役結城義晴、平田雅史及び加藤茂治の3氏は社外取締役であります。
 2.　 常勤監査役家城　裕、監査役田櫓孝次及び林　健太郎の3氏は社外監査

役であります。

本 社 〒187-8611 東京都小平市小川東町三丁目6番1号 ℡042-348-0211
横浜工場 〒244-0803 神奈川県横浜市戸塚区平戸町100番地 ℡045-822-7046
高崎工場 〒370-1202 群馬県高崎市宮原町4番地 ℡027-346-2552
金町工場 〒341-0037 埼玉県三郷市高州四丁目83番地 ℡03-3608-8931
大阪空港工場 〒563-0034 大阪府池田市空港一丁目13番1号 ℡06-6841-4156
小平工場 〒187-0031 東京都小平市小川東町三丁目6番1号 ℡042-344-4811
新潟営業所 〒950-1234 新潟県新潟市南区根岸810番地 ℡025-362-0719
長野営業所 〒387-0007 長野県千曲市大字屋代字地ノ眼1107番地1-D ℡026-272-7260
岡山営業所 〒710-0837 岡山県倉敷市沖新町92番1号 ℡086-435-5160
名古屋営業所 〒491-0913 愛知県一宮市中町二丁目8番8号 ℡0586-46-1216

事業所（2020年12月31日現在）
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〒 187-8611　東京都小平市小川東町三丁目 6 番 1 号
（042）348 − 0211（代表）

●  事 業 年 度 1月1日から12月31日まで

●  定 時 株 主 総 会 毎年3月開催（基準日　12月31日）

●  公 告 方 法 電子公告により行う。
(掲載URL http://www.daiichipan.co.jp/)
但し、事故その他のやむを得ない事由により電子
公告をすることができないときは、日本経済新聞
に掲載する。

●  株 主 名 簿 管 理 人 及 び 
特別口座の口座管理機関

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

　(郵 便 物 送 付 先) 〒168-0063　東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

　(電 話 照 会 先) 0120-782-031(フリーダイヤル)

株主メモ

ホームページのご案内

http://www.daiichipan.co.jp/
検索

お取引口座を開設されている証券会社

株主名簿管理人・特別口座の口座管理機関
三井住友信託銀行株式会社

● 郵便物等の遅配、未受領の配当金に関する照会
●  特別口座に記録された株式に関する一般口座への振替 

請求、住所変更、名義変更、単元未満株式の買取請求、
配当金受取方法の指定など

株式に関するお手続きのお問い合わせ先
●  お取引証券会社の口座に記録された株式に関する住所 

変更、名義変更、単元未満株式の買取請求、配当金の受取 
方法の指定など

e m i n iブランドでは
料理研究家の黄川田としえさんを部長に迎え
「顔パン部」プロジェクトをスタート！
「#顔パン部」で作品を投稿すれば、

誰でも顔パン部の一員です。

emini .of f ic ial

「 #顔パン部」で検索！部員たちの作品を見てみよう
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