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トップメッセージ

業績の概要

当連結会計年度におけるわが国経済は、海外経済
の復調を背景に緩やかに回復していましたが、東日
本大震災による甚大な被害の発生と原子力発電所事
故の長期化、欧州財政金融不安による世界経済の減
速、それに伴う歴史的な円高の定着により、厳しい
状況で推移しました。
当グループの震災の影響につきましては、幸いに
も直接の被害は軽微であったものの、その後の計画
停電による生産時間の制限、原材料の確保、物流関
係における燃料不足等の問題への対応に追われるこ
ととなりました。
このような中にあって、当グループでは「企業風
土の抜本的改革」を基本方針に掲げ、長年の赤字体
質からの脱却と早期の黒字化に向けて取り組んでま
いりました。
体制面においては、平成23年１月１日付で従来の
３本部制（営業本部・生産本部・管理本部）から、

株主の皆様へ

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

ここに、第70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。

５本部制（生産本部・商品本部・営業本部・コーポ
レート本部・関西統括本部）へと大幅な組織変更を
実施いたしました。これにより組織の活性化と商品
開発力の強化を行い、市場からの要求に迅速な対応
を取ることができる体制を整えました。
商品開発におきましては、品質を高める努力と魅
力ある商品の開発を行うと共に、第一パンブランド
のイメージ改革を目的として、武蔵野美術大学との
産学共同「第一パン　ブランドイメージプロジェクト」
によるパッケージデザインの刷新に取り組みました。
震災直後の３月後半より、基幹商品のミニクロワッ
サンシリーズ、大きなデニッシュシリーズ、アップ
ルリングシリーズのパッケージデザインを順次変更
し、市場からも好評を得ることができました。また、
この産学共同プロジェクトは社外からも高い評価を
受け、第41回食品産業技術功労賞を受賞しました。
新商品としては、原料の素材を活かした「地養卵使

代表取締役社長　　
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用のたまご蒸しケーキ」、「地養卵使用のふんわりカ
スタード」等の地養卵シリーズや、主力商品の「ス
イートポテト蒸し」のコンセプトである、濃厚な深
い味わいを基に、季節感を持たせて開発した「ガトー
ショコラ蒸し」、「スイートマロン蒸し」等が好調な
売れ行きを示しました。
生産面におきましては、金町工場に導入しました
ＴＰＳ（Toyota Production System：トヨタ生産方式）の
手法を他の全ての工場に展開し、品質の安定化と生
産性の改善活動に取り組んでまいりました。
震災による一部原材料メーカーの工場の被災によ
り、原材料・包材の調達ができなくなる等の影響が
ありましたが、改善活動の結果、生産効率が向上し
コスト削減に大きく寄与しました。
営業面におきましては、原材料の高騰による価格
改定を平成23年７月に行いました。また、主力商品
の定番化を進めると共に、付加価値の高い提案がで
きるように努めてまいりました。売上は前期より減
少したものの、採算性が向上し利益率が改善いたし
ました。
以上の結果、当期の連結業績は、売上高26,706百
万円（前期比412百万円の減少）、営業損失は164百
万円（同994百万円の改善）、経常損失は15百万円（同
1,055百万円の改善）となりました。当期純利益につ
きましては、退任した取締役に対する退職慰労金を
減額し、その後に役員退職慰労金制度を廃止したこ
とによる引当金の戻入、及び法人税の税率改定によ
る税負担額の軽減により、前期に比べて1,008百万円
改善し、35百万円の利益となりました。

● 今後に向けての取り組み

今後の取り組みといたしましては、当グループ基
本方針として「目標必達への意識改革」を掲げ、目

標を達成するまで粘り強く、しつこく取り組む姿勢
を全社員が持ち、営業黒字への確かな道筋をつける
べく、グループ一丸となって邁進してまいります。
そのための方策として、生産現場で導入して多くの
成果があったＴＰＳ活動を、営業部門、管理部門に
も展開し、全社・全部門で改善活動を推進して、社
員一人ひとりが常に現状に満足することなく、改善
を積み重ねることで更なる高みを目指してまいりま
す。
体制面におきましては、商品本部商品開発部にＲ
＆Ｄ（Research and Development：研究開発）グループ
を新設し、基礎研究・基礎開発力の強化を図ってま
いります。
生産面におきましては、ＴＰＳ活動を継続し更に
レベルアップさせ、生産性の向上とコストの削減に
努めてまいります。
営業面におきましては、引き続き取引条件の改善
に努めると共に、優良取引先との取引拡大を図り、
利益率の改善を図ってまいります。
また、販売費及び一般管理費の圧縮を更に推進し
てまいります。なかでも物流費の圧縮については、
株式会社ファースト・ロジスティックスと共に、配
送コースの再編・削減、他社との共同配送、外部委
託などの取り組みを進めてまいります。
円高の定着、デフレの長期化の影響から、雇用・
所得環境の改善が進まず、個人消費は依然として低
迷する一方で、原油など資源価格の上昇に連動した
原材料価格の変動も懸念されます。今後も厳しい状
況が継続するものと思われますが、一日も早い業績
の向上と経営基盤の強化に一層邁進する所存です。
株主の皆様におかれましては、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。

平成24年3月
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部門別売上高

決算ハイライト
連　結 個　別

売上高 26,706百万円 24,769百万円

営業利益 △164百万円 △526百万円

経常利益 △15百万円 △168百万円

当期純利益 35百万円 △17百万円

当グループの売上で一番大きなウェイトを占めるのが菓子パンの部門です。主
力商品である「一口包み」、「ミニクロワッサン」、「オールドファッションドーナツ」、
「大きなデニッシュ」のシリーズもこのジャンルの商品になります。
菓子パンの起源である、あんパンを始めとしてベーシックな菓子パンの「手包

み菓子パン」シリーズが、柔らかさを追求して開発した新しいパン生地の使用で、
美味しさとしっとり感を長持ちさせた商品にリニューアルします。

売上高 15,313 百万円 ◆ 構成比 57.34 ％

オールドファッション
チョコドーナツ

5個入

物流
売上高 106 百万円 ◆ 構成比 0.40 ％
子会社「ファースト・ロジスティックス」の売

上の一部を表しています。

菓子パン

「手包み菓子パン」シリーズ

オールドファッション
ドーナツ

5個入

つぶあんぱん

こしあんぱん

メロンパン

ジャムパン

クリームパン

チョコレートパン
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食パン
ビタミン･ミネラル･食物繊維などの栄養豊富な発芽
玄米・全粒紛・小麦胚芽を使用した「発芽玄米入り食
パン」を、しっとり感と柔らかさを更に向上させた穀
物の風味豊かな商品にリニューアル（平成24年3月）
いたしました。

売上高 4,944 百万円 ◆ 構成比 18.51 ％

和洋菓子
しっとりとした甘さの昔懐かしい「マーラーカオ」や濃厚な味わいの「スイートポテト蒸し」、

「ガトーショコラ蒸し」などの蒸しパン類がこのジャンルに入ります。
また、「桜餅」、「おはぎ」や「柏餅」などの和菓子も季節に合わせて生産しています。

売上高 3,934 百万円 ◆ 構成比 14.73 ％

物流

冷凍生地他
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、外食産業向けの商品やイン
ストアーベーカリー向けの冷凍生地などの生産を行っています。

売上高 228 百万円 ◆ 構成比 0.86 ％

子会社「スリースター製菓」は当社高崎工場の敷地に工場を構
え、クッキー、ビスケットなどの菓子類の生産を行っています。
他の菓子メーカーからの受注によるOEM生産も盛んです。

売上高 2,030 百万円 ◆ 構成比 7.60 ％菓子類

仕入商品 売上高 148 百万円 ◆ 構成比 0.56 ％
レーズンサンド

マーラーカオ　2個入 ガトーショコラ蒸し 「地養卵」使用の
たまご蒸しケーキ

桜餅道明寺　4個入

かるっさくっブレッド
山型　5枚切

発芽玄米入り食パン
6枚切
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連結財務諸表

当　期
平成23年12月31日現在

前　期
平成22年12月31日現在

資産の部

流動資産 6,045,117 5,714,115

固定資産 14,572,731 15,340,357

有形固定資産 8,986,044 9,647,489

無形固定資産 51,234 47,284

投資その他の資産 5,535,452 5,645,584

資産合計 20,617,848 21,054,472

負債の部

流動負債 8,320,110 8,526,381

固定負債 4,513,478 4,796,829

負債合計 12,833,588 13,323,210

純資産の部

株主資本 7,612,822 7,577,450

資本金 3,305,567 3,305,567

資本剰余金 3,659,105 3,659,105

利益剰余金 656,868 621,444

自己株式 △8,718 △8,666

その他の包括利益累計額 38,124 31,882

少数株主持分 133,313 121,928

純資産合計 7,784,260 7,731,261

負債及び純資産合計 20,617,848 21,054,472

当　期
平成23年1月1日から
平成23年12月31日まで

前　期
平成22年1月1日から
平成22年12月31日まで

売上高 26,706,990 27,119,389

売上原価 19,544,860 20,621,976

売上総利益 7,162,130 6,497,413

販売費及び一般管理費 7,326,601 7,656,380

営業損失 164,471 1,158,967

営業外収益 369,353 375,250

営業外費用 220,875 288,257

経常損失 15,992 1,071,974

特別利益 205,808 286,994

特別損失 101,724 48,478

税金等調整前当期純利益
又は当期純損失（△） 88,090 △833,458

法人税、住民税及び事業税 131,565 90,765

法人税等調整額 △102,782 26,009

少数株主損益調整前当期純利益 59,308 ―

少数株主利益 23,885 22,453

当期純利益又は当期純損失（△） 35,423 △972,686

当　期
平成23年1月1日から
平成23年12月31日まで

前　期
平成22年1月1日から
平成22年12月31日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 622,038 322,452

投資活動によるキャッシュ・フロー △134,157 △1,258,167

財務活動によるキャッシュ・フロー △350,988 887,782

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,467 △15,696

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 134,424 △63,628

現金及び現金同等物の期首残高 1,569,888 1,633,517

現金及び現金同等物の期末残高 1,704,313 1,569,888

連結貸借対照表 （単位：千円） 連結損益計算書 （単位：千円）

連結キャッシュ ･フロー計算書 （単位：千円）
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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（平成23年12月31日現在） 株式の状況（平成23年12月31日現在）

所有者別株式分布状況（平成23年12月31日現在）

大株主（平成23年12月31日現在）

商号
英文商号 FIRST BAKING CO.,LTD.

設立 昭和22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3丁目6番1号
従業員数 698名

発行可能株式総数 132,000,000株
発行済株式の総数 69,299,000株
株主数 4,580名

株主名 持株数（千株）持株比率（％）
豊田通商株式会社 23,146 33.40
細貝理栄 6,665 9.61
細貝隆志 5,624 8.11
株式会社みずほ銀行 2,379 3.43
江崎阿紀子 1,908 2.75
昭和産業株式会社 1,456 2.10
日本製粉株式会社 1,420 2.04
日本興亜損害保険株式会社 945 1.36
日本証券金融株式会社 944 1.36
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（中央三井アセット信託銀行再信託分・CMTB
エクイティインベストメンツ株式会社信託口）

921 1.32

役員（平成24年3月29日現在）

代表取締役社長 細 貝 理 栄
代表取締役副社長 門 脇 宜 人
常務取締役 細 貝 正 統
取締役 畠 山 愼 一
取締役 兵 頭 　 誠
取締役 福 井 孝 之
常勤監査役 工 藤 良 平
監査役 田 櫓 孝 次
監査役 今 井 　 誠
監査役 浅 野 幹 雄
（注） 1.　取締役兵頭誠氏は社外取締役であります。
 2.　 常勤監査役工藤良平氏、監査役田櫓孝次氏、監査役浅野幹雄氏は社外監

査役であります。

本 社 〒187-8611 東京都小平市小川東町3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4丁目83番地 ℡（03）3608-8931
大阪空港工場 〒563-0034 大阪府池田市空港1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3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 〒387-0001 長野県千曲市大字雨宮539番地1 ℡（026）272-7311
岡山営業所 〒701-0114 岡山県倉敷市松島1148番地3 ℡（086）464-3221
名古屋営業所 〒492-8007 愛知県稲沢市赤池山中町77 ℡（0587）33-0360

●金融機関
　11.37％（25名）

●一般法人
　41.26％（57名）

●外国人・外国法人
　0.79％（30名）
●証券会社
　0.54％（28名）

その他●
46.04％（4,440名）事業所（平成23年12月31日現在）
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〒 187-8611　東京都小平市小川東町 3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 3月

●  基 準 日 定時株主総会・期末配当 12月31日
中間配当 6月30日

●  株主名簿管理人 東京都港区芝三丁目33番１号
中央三井信託銀行株式会社

●  郵便物送付先

   （電話照会先）

〒168-0063　東京都杉並区和泉二丁目８番４号
中央三井信託銀行株式会社　証券代行部
電話　0120－78－2031（フリーダイヤル）
取次事務は中央三井信託銀行株式会社の全国各
支店並びに日本証券代行株式会社の本店及び全
国各支店で行っております。

・住所変更、単元未満株式の買取等のお申出先について
株主様の口座のある証券会社にお申出ください。
 なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設されました株
主様は、特別口座の口座管理機関である中央三井信託銀行株式
会社にお申出ください。

●  単元株式数 1,000株

●  証券コード 2215

●  公 告 方 法 電子公告により当社ホームページ
（http://www.daiichipan.co.jp/）に掲載いたします。
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
新聞に掲載いたします。

株主メモ

http://www.daiichipan.co.jp/

ご 案 内

春 の キ ャ ン ペ ー ン

平成24年3月1日（木）～5月31日（木）まで第一パン
「春のキャンペーン」を実施中です。
詳しくは、当社キャンペーンサイトをご覧ください。
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