Menu 3

ロイヤルグループのステークホルダー経営

ロイヤルグループの

その「先の未来」を創出するために

CSR 活動

ロイヤルグループで行うCSR 活動は、事業の収益性向上といっ
た経済的価値と社会全体の繁栄に寄与するといった社会的価

取締役会

値の両立であると考えています。グループにおけるCSR 活動方

ロイヤルグループは、企業の存在意義を示した「ロイヤル経営基本理念」

針や活動の協議・決定はロイヤルホールディングス株式会社に

「お客様の
に基づき、
「ロイヤルグループ経営ビジョン2020」において、

社長

設置された CSR 委員会が行っています。

満足」を最大の目標として、時代の変化にしなやかに対応する「日本で

CSR 委 員 会

「CSR 委員会」で取り上げる事項は、以下の通りです。

一番質の高い“ 食 ”&“ホスピタリティ”グループ」を目指しています。

・ロイヤルグループの CSR 活動方針の協議・決定

そしてロイヤルグループが持続的成長を果たし、すべてのステークホル

活動推進・支援

・グループおよび各事業会社での CSR 活動の進捗確認

ダーとともに明るい未来を創出していくことで、気候危機や食糧問題と

・各事業会社の取り組み事例共有

いった、地球規模の社会課題解決の一助となると考えています。

CSR 推進体制（略図）

“ 食 ”&“ホスピタリティ”で社会課題の解決に貢献する

する」
と、明記されています。
ロイヤルグループは、この目標に対する社会の求め、目標の持つ意義を受
け止め、主体的に取り組んでいきます。ロイヤルグループは、以下の目標およ
びターゲットの達成に貢献することを重視しています。これは、グループの強
みをいかした事業を通して、課題解決に貢献し、企業の持続的成長と社会
課題解決を実現するためです。
今後、次期長期ビジョンや中期経営計画の中で、さらに多くの貢献がで

に対する責務であるという点に変わりはありません。しかし企業

持続的成長と
社会課題解決の両立

代において、
「地球全体の持続的成長」を考え、私たちが直面
する「社会課題」の解決に取り組むことも、重要な責務であると
考えています。
ロイヤルグループと私たちの大切なステークホルダーの皆様

社
会
的
価
値

ムと強靭な農業を実践する

8.3：生産活動や適切な雇用創出、起業、

グループの強みをいかし、“ 食 ” ＆ “ホスピタリティ”を通して、社会全体を明るくします。
自社で定めた「購買基本方針」に基づいた購買活動を通して、農・水産業を支援してい

存在意義

ヤルグループは「事業活動」
と
「CSR 活動」を両輪とした、企業

「ロイヤル経営基本理念」

経営をしていきます。

“ 食 ”&“ホスピタリティ”で
持続可能な社会を創る

目指します。

に取り組んでいます。

食品産業のイノベーション推進や時代対応を行い、持続可能な事業展開および雇用の

従業員………… 日本の“ 食 ”&“ホスピタリティ” 企業において「一番働きやすい企業」
従業員

株主・

となることを目指し、
「働きやすい職場づくり」に取り組んでいます。

投資家

地域・社会 …… ロイヤルグループは創業以来、地域・社会との共生を考え、その発
展に貢献することが企業としての責任であると考えています。

せ、食料の損失を減少させる

12.5：2030年までに、再生利用や再利用
により、廃棄物の発生を大幅に削減

取引先………… 私たちの事業活動は、お取引先様に支えられています。お互いの

（2016 年度
2030 年までに、事業活動により発生する「食品ロス」を20% 削減します。
グループ実績金額比）
食品リサイクル率の向上やリサイクルループの維持・拡大を通して、持続可能な循環型

地域・社会

取引先

持続的成長とより強い信頼関係を構築していきます。
株主・投資家 … 株主・投資家の方々は私たちが事業を行っていく上での重要な

社会を目指します。

パートナーと考え、理解し共感していただくために、コミュニケー

省エネの推進や事業系廃棄物の削減を通して、地球環境の維持・改善に取り組みます。

ションを大切にしています。
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維持・拡大を図ります。

ロイヤル
グループ

12.2：2030年までに天然資源の持続可能

12.3：2030年までに食料の廃棄を半減さ

高

サービスを提供することにより、お客様から信頼を得られるよう誠実

お客様

誰もがやりがいを持って働くことができる、そして誰もが自主・自立ができる社会の形成
地域支援、次世代の教育支援を通して、ホスピタリティビジネスの浸透を図ります。

する

経済的価値

お客様 ………… 常にお客様の視点に立って、満足していただける高品質な商品と

食を通して、
「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現を

発重視型政策を促進する

な管理および効果的な利用を達成

収益性
向上

ロイヤルグループとステークホルダーの相関図

きます。

を進めていきます。

全・安心な労働環境を促進する

NGO・NPO の評価、投資家の評価

低

創造性、イノベーションを支援する開

8.8：すべての労働者の権利を保護し、安

ESG、SDGs、ISO26000、コンプライアンス、

ロイヤルグループが行う取り組み

ターゲット
（要約）

2.4：2030年までに持続可能な生産システ

（外部評価など）

が持続的成長を果たすため、
これから先の未来に向けて、ロイ

きます。

農業生産性および所得を倍増させる

ロイヤルグループが
目指すもの

という小さな単位ではなく、世界規模での取引が必須である現

きる事業や、活動を検討・実行し、
「誰一人取り残さない」成長を目指してい

2.3：2030年までに小規模食糧生産者の

社会全体の
繁栄

ロイヤルグループのステークホルダー経営

と呼ばれ、
「我々の世界を変革
「持続可能な開発のための2030アジェンダ」

高

3

全会一致で採択された、2030年までの17つの国際目標です。成果文書は

企業である以上、
「事業の成長」がすべてのステークホルダー

Menu

ロイヤルグループが目指す企業経営

とは、2015年9月に国連本部で193加盟国の
SDGs（持続可能な開発目標）

目標

CSR 推 進 部

事業会社

する

37
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Menu

3

ロイヤルグループのステークホルダー経営

お客様への
ホスピタリティ
基本的な考え方

ロイヤルグループは、お客様からの信頼を得るために、常にお客様の視
点に立って、満足していただける高品質な商品と高水準なサービスを提
供すること、お客様からの声に対して真摯に向き合うことが重要だと考え
ています。

お客様満足への 取り組み
お客様満足への取り組み
ロイヤルグループでは、
「ロイヤルグループ経営ビジョン2020」

「お客様の声」分類別の年間件数推移

で最大の目標に掲げている「お客様の満足」向上の一環とし

（件）

て、
「お客様対応方針」を2012年に制定しました。この方針の
もと、ロイヤルグループの総合受付窓口として、お客様の声一
つひとつに対して、誠実で迅速な応対を心掛けています。

5,000

4,175

4,000

2,000

トップへも共有されており、
より多くのお客様にご満足していた

1,000

1,030

食の 安全・安心への取り組み

https://www.royal-holdings.co.jp/contact/improvement.php

897

790

773

ご意見

2017

2018

2019

お褒め

Menu

食の安全・安心が信頼を生み出す

4,715

0
2016

｢お客様の声」から改善された事例は、当社ウェブサイトよりご覧いただけます。

4,355

3,000

また寄せられた「お客様の声」は、事業会社はもとより経営
だけるよう、改善をしています。

4,729

関西工場は、国際的機内食監査プログラムQSAI(Quality &

品質向上、一食一食を丁寧に仕上げる心配り、正確な搭載と

保証担当者をおき、食の安全と安心を統括する体制を構築し、

Safety Alliance for Inflight Services)より、2009年から10年

いった基本の積み重ねを確実に行っていきます。

徹底した品質管理を実践しています。また品質保証推進部は、

連続表彰を受けており、衛生的に優れた機内食会社であるこ

各事業会社の管理状況について抜き打ちで立ち入り監査を行

とが認められています。

い、客観的な確認やさらなる改善指導を行っています。

キャセイパシフィック航空より2018年度 Caterersʼ Performance

へ
また、2020年6月に施行された法改正（HACCP 義務化）

Recognition Program において、2019年5月、3工場同時に

の対処およびグループ内での浸透・定着といった衛生教育も

表彰されました。関西工場がプラチナ賞・金賞に、福岡工場

同時に行っています。

が銀賞に、沖縄工場が衛生優秀賞に選ばれました。これから

ロイヤルグループのステークホルダー経営

「ロイヤルグループ品質保証基準」のもと、各事業会社に品質

3

QSAI 表彰とキャセイパシフィック航空から3工場同時表彰

も航空会社から高い評価をいただけるよう、機内食の安全と
新たな認証取得に向けて

FSSC22000は、ISO22000、ISO9001や HACCPといったガイ

業に支持が広がることが予想される、食品安全マネジメントシ

ドラインの内容を包括し、独自の追加事項を加えた、食品安全

ステムです。

マネジメントシステムに関する国際規格です。この規格の狙い

ロイヤル株式会社では、東京ベーカリー工場にて2020年下

は、
「消費者に安全な食品を提供することを目的とした食品安

期、福岡食品工場にて2021年上期に認証取得すべく準備を

全マネジメントシステムの確立」です。今後世界の食品関連企

進めています。

ユニバーサルマナーとは、自分とは違う誰かのことを思いやり、
適切な理解のもと、サポートをさりげなく実践することを意味し
ます。ロイヤルグループは、
（一社）
日本ユニバーサルマナー協
会の協力を得て、取締役も含めた幹部職全員がユニバーサ
ルマナー検定3級を受講しました。ホスピタリティ企業としてす

当社グループの認証取得状況（2019年6月末現在）

• ISO9001：2015

• ISO/IEC17025：2005

べてのお客様に居心地の良い快適な時間を過ごしていただ

東京食品工場および福岡セントラルキッチン工場・福岡ベーカリー

東京検査室および福岡検査室
（ロイヤルホールディングス株式会社）

工場（ロイヤル株式会社）、上里サービスエリア店（ロイヤル空港高

けるお店づくりを目指し、これからも多くの従業員にユニバー

• 東京都食品衛生自主管理認証制度

サルマナーとホスピタリティのマインドを学べる機会を提供して

速フードサービス株式会社）

都内59店舗（ロイヤルホスト株式会社）
の本部認証

• ISO22000：2005

東京食品工場（ソース類製造施設）
（ロイヤル株式会社）

福岡ベーカリー工場
（パン・パティスリー製造部門除く（
）ロイヤル株式

• 大阪版食の安全安心認証制度

会社）
、関西工場
（航空機内食の調整および搭載）
（ロイヤルインフライ
トケイタリング株式会社）

関西工場
（航空機内食の調理製造および搭載）
（ロイヤルインフライト
ケイタリング株式会社）

いきます。
ユニバーサルマナー検定の詳しい内容は、下記ウェブサイトよりご覧いただけます。

https://www.universal-manners.jp

講師の垣内氏と受講した当社取締役、幹部職（2019年5月）

ROYAL HOLDINGS Co., Ltd.

ROYAL HOLDINGS Co., Ltd.
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ユニバーサルマナー検定3級受講

40
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ロイヤルグループのステークホルダー経営

従業員とともに
基本的な考え方

「ロイヤルグループ経営ビジョン2020 」の目指すべき姿にある「誇りを持っ
て働ける企業グループ」の実現に向け、3つの視点を柱にしながら、事業
会社を超えたグループ内異動や健康経営への取り組みを進めています。

働きやすい職場づくり

100

100

68.4

務に取り組み安定した成果を上げることができるため、企業に

100

とって生産性の向上にもつながるものであると考えています。ロ

83.6

77.4

イヤルグループは、7年連続で定期健康診断受診率100%を達

56.7

進に取り組んでいます。

20

健康診断の結果をもとに、今すぐに治療を開始しなければ

0

ならない従業員に対して、治療を開始し、快方に向かうまで監
2016

一次健診受診率

2017

2018

視を続ける取り組みを2018年から開始しています。2019年は

2019

二次健診受診率

前年対象者のうち60% が快方に向かうなど、大きな効果を得
ることができました。
今後は二次健診の受診率を向上させ、90%を目標に取り組
むことで疾患予防と心身ともに健康な環境を整えていきます。

従業員満足度の推移
（％）

80

92.3 90.3 88.4
85.9 80.6
85.8 88.8
80.9 84.0
3.37
3.37
3.35
3.35
3.32 3.32
3.29
3.28 3.3

には、階層別研修を通してコーチング・コミュニケーション力

まざまな研修制度を運用しています。入社後に行われる集合研

や管理能力などのレベルアップを目指します。

• タレントマネジメントシステム

•ライフプランセミナー

• 能力開発研修

社員の保有する資格や経験・能力など

ライフイベントが発生する年齢層の社員

客観的な評価により選抜されたメン

をこのシステムから総合的に判断し、適

に対し、生活設計や健康管理、マネー

バーによるキャリアアップ研修。将来の

材適所な人員配置によって人材の適正

プランなどについてのセミナーを開催し

幹部候補を育成するため行っています。

化を進めていきます。

ます。
（対象年齢：25歳、30歳、36歳、

ダイバーシティへの 取り組み
多様性のある働き方ができる企業であるために
さまざまな人材が多様性のある働き方を選択できるよう、各種
制度の見直しや改善プロジェクトの立ち上げなど、グループ全
体で取り組んでいます。

60歳以降も重要な戦力とみなし、これまで培ってきた知識や技術を
いかして次世代・若手のサポートを担うことを主眼としたシニア社員
制度の拡充

3.5
3.4
3.3

ロイヤルグループでは、日本で一番質の高い“ 食 ”&“ホスピタリ

ロイヤルグループの働き方改革の一つとして、まずは「女性社

ティ”グループを目指す上で、
「誇りを持って働ける企業」
となる

員が継続して働き続けられる環境」について検討する「なでし

ために、10年間の変化を定点観測するための従業員満足度調

こプロジェクト」が2017年秋からスタートしました。メンバーは

査を2011年から行っており、その結果を経営に反映させていま

プロジェクトグループ各社の社員から構成されています。

す。またロイヤルグループの持続的成長を支える従業員の「未

2019年は以下のセミナーを開催し、女性の健康課題に対し

来づくり」
と
「人材の育成」を目的とした、従業員とロイヤルホー

て、性別に関わらず知識を得て、深め、理解していくことが大切

20

3.1

ルディングス
（株）
黒須社長との対話企画「MIRAI CROSS TALK

だと訴えました。

0

ミライを、話そう。」を全国4カ所で行いました。

0
2012

2013

回答率

や出産を経ても、引き続き働き続けられるためには、
どのようなことに
取り組んでいけば良いのか、グループ横断的に女性スタッフによる意
見交換やトライアルの実施
障がい者の雇用促進と障がいを持った生徒・学生の職場体験や職
場実習の受け入れの実施
※ ロイヤルグループの障がい雇用数・雇用率推移は、60ページに記載しています。

外国語マニュアルの整備や外国語が堪能な教育担当を育成するな

3.2

2011

女性活躍を推進するために「なでしこプロジェクト」を立ち上げ、結婚

どの取り組みを通して、外国籍社員がやりがいを感じる環境を創出

40

総合満足度

41

が思い描く
「なりたい自分」を具現化しチャレンジできるよう、さ

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2019年6月 女性の健康セミナー（福岡本社）
2019年7月 妊娠疑似体験会（東京本部）

女性の健康セミナーの様子

ROYAL HOLDINGS Co., Ltd.

ROYAL HOLDINGS Co., Ltd.

60

また責任者職（店長、料理長など）や幹部職へ昇格した際

女性社員が継続して働き続けられる環境を整える「なでしこプロジェクト」

働きやすい環境づくり

100

長く働いてほしいと考えています。そのために、社員一人ひとり

成し、産業医・保健師によるフォロー体制など、健康経営の推

40

2015

て、知識・技術が発揮できる人材へ成長していきます。

ロイヤルグループのステークホルダー経営

100

61.3

仕事に向き合うことで、仕事もプライベートも充実させ、安心して

働きやすい職場をつくることは、企業の責務であり、安心して業

80
60

修や、各事業会社で行うより業務に則した実務研修などを通し

3

健康診断受診率の推移
100

ロイヤルグループでは、一人ひとりが持つ能力を最大限活用し

46歳、58歳の社員）

（％）

100

人を大切にする企業であるために

Menu

健康経営の実現を目指す

長期的なキャリア形成支援
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16年目を迎えた食育イベント「シズラーベジフルキッズクラブ」

地域・社会との絆

アールアンドケーフードサービス株式会社が運営するシズラー
では、小学生を対象とした食育イベント
「ベジフルキッズクラブ」
を2004年から開催しています。実際にシズラーで働いている
野菜ソムリエと一緒に、親子でクイズやゲームにチャレンジしな

基本的な考え方

創業以来「地域になくてはならない店づくり」に取り組んできました。事業
を通した地域・社会との共生、私たちの持つリソース
（資源）
をいかした
発展に貢献することが企業としての責任の一つであると考えています。

がら、野菜や果物について五感・体感を通して学び、野菜の
持つ力やバランスのとれた食事の大切さに気づく活動です。こ
れまで400人以上のお子様へ「認定証」をお渡ししており、夏
休みの地域イベントとして定着しています。また、この取り組み
は、CSR 委員会による第1回「CSR 大賞」を受賞しました。
詳しい取り組みはシズラーのウェブサイトよりご覧いただけます。

地域との共生

https://www.sizzler.jp/vegefru/

地域になくてはならない存在として

3

事業会社の店舗では、近隣の小・中学校に通う児童・生徒

Menu

「食」を通しての次世代育成

大規模災害時の帰宅困難者支援

シェーキーズといった店舗では、職場体験学習を通して「働く

「子ども110番の家」は PTA や自治体などが主な活動主体と

「災害時における帰宅困難者支援に関する協
2007年2月より、

ことの大切さ」や「働く目的」を体験することで、学校での学び

なり、子どもが危険を感じたときや助けを求めてきたときに、子

定」を首都圏9都県市と締結しています。この協定は登録店舗

を支援しています。

どもを保護して警察などに通報することに協力してくれる家や

204店舗※のうち、安全が確保できている店舗を「災害時帰宅

また、ロイヤルコントラクトサービス株式会社では、関東や関

施設のことです。ロイヤルグループも「地域になくてはならない

支援ステーション」
として、帰宅困難者に対し、水道水・トイレ

西の店舗において、管理栄養士を目指す大学生の職場体験

存在」
として、この活動へ参画しています。現在、ロイヤルホスト

の提供、ラジオやテレビなどで把握した災害情報の提供、一時

実習に協力しています。実際の職場での業務を体験すること

を中心に12都県、132店舗※が子どもたちの安全を見守ってい

的な休憩の場の提供を行うものです。

で、卒業後の進路選びへの一助になることや、管理栄養士が

ます。

※登録店舗数は2019年3月末現在

担う役割を再認識してもらいます。

※店舗数は2019年12月末現在

場実習を受け入れています。ロイヤルホストや天丼てんや、

地域の次世代育成に寄与する

災害復旧ボランティア、復興支援の取り組み
児童たちの学習をより深くするため、小学3年生「理科」および

ロイヤルグループでは従業員からボランティアを募り、2019年

5、6年生「キャリア教育」向けの副教材を作成し、希望された

10月31日～11月2日の3日間、令和元年台風第19号で大きな

：やさいまる
小学校へ寄贈しています。
（小学校3年生「理科」

被害を受けた福島県郡山市の復旧ボランティア活動へ参加し

：レストラン
ごとハンドブック、小学校5、6年生「キャリア教育」

ました。延べ39名の参加者は、家屋から土砂のかき出しや家

の仕事に関わる人たち）

財道具の運び出し、室内清掃など、被災された方々の復旧に

特に「キャリア教育」の副教材は、ロイヤルホストを題材に作
成したこともあり、ロイヤルホストで働くメンバーが講師をする
出張授業も行っています。2019年度も北海道、東京都、千葉

向けたお手伝いをさせていただきました。
これからも状況が許す範囲の中、自然災害に被災された皆
様へさまざまな支援を行っていきます。

県、大阪府、福岡県の8校で実施をしました。
詳しい取り組みは当社ウェブサイトよりご覧いただけます。

https://www.royal-holdings.co.jp/csr/conduct/social.php

過去の支援内容は当社ウェブサイトよりご覧いただけます。

https://www.royal-holdings.co.jp/csr/shinsai/
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「子ども110番の家」活動に参画

さんたちの職場体験学習や、各種学校・大学からの要請で職
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取引先 への
ホスピタリティ

産地との契約栽培を推進
グループ店舗への食材安定供給のため、生産者・取引先・ロ
イヤル株式会社の三者間で品目・量・期間・価格の取り決め
を行い、産地との契約栽培に取り組んでいます。
農業人口の減少や自然災害の多発など、農業を取り巻く課

基本的な考え方

CSR 観点の購買基準を制定することは、法令順守だけでなく、お取引先
様とともに社会との共存を重視した購買活動を行うという意思表示です。
お互いに支え合い、良きパートナーとして、サプライチェーンの維持をして
いきます。

題は多岐にわたりますが、外食産業の担い手として、生産者の
安定した収入確保、後継者問題への対応など第一次産業の
発展に寄与したいという思いがあります。今後も、生産者との
協業を目指し取り組みを継続していきます。

定期的な生産者との情報交換（イメージ）

「産地を知ろう」活動の実施
時代に対応した購買基本方針と実効性監査

や食品ロス削減推進法など、企業の購買・調達活動に要請される内容は増えており、それらに
て、SDGs（持続可能な開発目標）

動を2018年から行っています。

も対応した方針へのアップデートを意図しています。

2019年は、北海道岩見沢市での田植え体験から熊本県八
代市でのレタス収穫体験まで、全国で6回の活動を行い、延べ

200名超の従業員が参加をしました。

購買基本方針（要約）

この活動は、生産者の方々と一緒に収穫などのお手伝いを

ロイヤルグループの調達業務を請け負う私たちは、
「企業の社会的責任」を果たすことを前提としての取引を遂行す

させていただくことで、農産物を通して表現している生産者の

ることが、今日求められおり、パートナーである各お取引先も同じベクトルを見据えての取引に協力していただくこと

方々のホスピタリティを感じ取り、自らの仕事にいかすことを勉

が、重要となってまいります。

強する場として、またロイヤルグループが強みとしている「“ 食 ”

これを「購買基本方針」
とすることにいたしました。
「透明」で「公平」かつ「公正」な取引とは何か ?と私たちは考え、

1.

｢透明」性の高い取引の実現（取引の可視化推進）

2. CSR 調達を前提としての「公平」な取引の推進

3.「公正」な取引の推進①・各種法令遵守の徹底
4.

スイートポテトの原料である「長島紅美人」の収穫体験

ロイヤルグループのステークホルダー経営

てほしいという思いから、従業員を対象に「産地を知ろう」活

3

を自らの五感を使って体験することで、より質の高い仕事をし

動ガイドライン」に基づいた「購買基本方針」を制定しています。
「透明」
「公平」
「公正」な取引を重視した現行方針の内容に加え

Menu

私たちの商品である、“ 食 ”を支えてくださっている産地のこと
グループ内で外食事業の購買・調達を広く行っているロイヤル株式会社では、
「ロイヤルグループ行動基準」
「ロイヤルグループ行

の安全・安心」、
「質の高い “ 食 ”の提供」の原点である「素
材」についての知識を習得する場として、今後も継続して行っ
ていきます。

｢公正」な取引の推進②・購買倫理の保持
北海道岩見沢市での田植え体験

2006年1月 制定
2014年1月 一部改定
購買基本方針の詳細は、当社ウェブサイトよりご覧いただけます

https://www.royal-holdings.co.jp/material/images/csr/conduct/purchase_policy.pdf

また、ロイヤルグループ行動基準と法令等の順守状況を確

アールアンドケーフードサービス株式会社では、シズラーで働く
従業員向けの研修の一環として、シズラー東京国際フォーラム
店向けの野菜を生産されている、
「東京 NEO-FARMERS!」の

内部統制報告制度（J-SOX）
の一環として、各事業会社の

農園で、農作業体験会を実施しました。この体験会を通して得

認し、透明・公平・公正な取引推進に貢献するため、当社ウェ

購買プロセスへの評価

た野菜の知識、生産者の思いをしっかりとお客様へお伝えす

ブサイト上にお取引様専用の「コンプライアンス・ヘルプライン

購買部門責任者へのヒアリング

ることで、お客様と生産者を結び付けるコミュニケーションの

窓口」の案内掲載や、右記の監査をロイヤルホールディングス

取引先業者へのアンケート

実現と、自らの仕事に誇りを持って、いきいきと働ける環境をつ

株式会社内部監査部にて実施しています。

くり出しています。

「東京 NEO-FARMERS!」の皆さんと農作業体験会参加者

ROYAL HOLDINGS Co., Ltd.
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生産者の方々の思いをお客様へ伝えるための「農作業体験会」
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株主・
投資家との対話

木村常務取締役メッセージ

今起きていることを冷静かつ慎重に分析することが

基本的な考え方

株主・投資家の方々は私たちが事業を行っていく上での重要なパート

何より重要と考えます。

ナーと考えています。大切なパートナーである株主・投資家の方々に、当
社の企業理念や事業計画についてさらに理解し共感していただくために、
これからも積極的な対話に努めていきます。また、持続的成長を目指した

造の変化を踏まえて、どのような姿を目指すのか
（ビジョン）
と、

という未曽有の事態に直面し、今後、当社グループの多くの

そのための明確な道筋（戦略）
を、ストーリーとしての成長戦略

事業が多大な影響を受けることが想定されます。このような状

としてすべてのステークホルダーに自信を持ってお示しするこ

況にあっては、今起きていることを冷静かつ慎重に分析する

とが何より重要だと思っています。このような成長ストーリーが

直接対話の機会以外にも、電話・オンラインでのミーティング

ことが何より重要と考えます。新型コロナウイルス感染拡大に

あってこそ、強固な財務基盤の構築が可能となり、安定的・

や録画配信など、さまざまな手段を通じて、適時的確な情報開

より、社会や消費者行動の変化が、当社グループのどのよう

持続的成長が実現すると考えています。

示、コミュニケーションの充実に努めるとともに、株主・投資家

な事業に、どのような影響を与えるのか、消滅するニーズ、発

の皆様との信頼関係の構築に取り組んでいきます。

生するニーズ、変化するニーズを多面的に検討する必要があ

2019年度の IR 活動
2019年度は、機関投資家取材や個人投資家説明会の実施回
数を増やし、年間54回の IR 活動を実施しました。
また、さらに積極的な情報開示に努め、2019年1月より、IR
情報サイトの活用を開始しました。東京証券取引所が提供す
る適時開示情報伝達システムおよび当社ウェブサイト上での従

ります。もちろん、足元では徹底した止血（緊急対策）
と感染
の第2 波、第 3 波に備えた手元流動性の確保が必要となりま

来の情報開示に加えて、適時開示情報、当社情報について、

2019年の主な IR 活動

英 訳 版も含め資 料

機関投資家向け活動

掲載を行っています。

アナリスト・機関投資家向け決算説明会

実施回数

すが、新型コロナウイルス感染拡大の収束の後、新型コロナ

2回

ウイルスとの共存時代が訪れたときに、社会構造がどう変化

アナリスト・機関投資家 IR 取材

（一部情報は日本語

アナリスト・機関投資家向けスモールミーティング

版のみ）

個人投資家向け活動
機関投資家向け説明会の様子

46回

するのか、その変化に対してどう手を打つのかが問われます。

3回

当社は、財務面における企業の持続性という観点から、当

実施回数

3回

個人投資家向け説明会

が大きな経営課題となります。その過程では、固定費の削減

基本方針としていきます。

やテクノロジーの活用などの生産性向上による限界利益率の
引き上げのほか、選択と集中による事業再編も必要になりま

1株当たり配当金と配当性向の推移
（円）

（%）
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本性の有無などを検討し、バランス・シートの再構築に向け

50

た資金・資本調達が必要となることが想定されます。

40
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1株当たり配当金

2016 2017 2018 2019

配当性向

す。一方で、資本構成あるいは有利子負債の残存期間や資

60
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引き続き、株主への長期的かつ安定的な配当を株主還元の

を重視してきました。自己資本比率も概ね50% を維持してき

り、中期的にこのバランス・シートの棄損をどう復元するのか

株主還元

配当性向を段階的に引き上げていくことを目指しています。

社グループの最も土台に位置する財務基盤を充実させること

より、今後バランス・シートは相当程度棄損する可能性があ

当社ウェブサイト：https://www.royal-holdings.co.jp/ir/
IR・投資家情報ポータルサイト：https://www.irstreet.com/new/jp/index.php

シュ・フローを成長への投資と株主還元とにバランスよく配分し

木村 公篤

ました。しかしながら、今般の新型コロナウイルス感染拡大に

詳しい IR 情報は下記ウェブサイトよりご覧いただけます。

第5次中期経営計画「Beyond 2020」においては、営業キャッ

常務取締役 財務企画部長

ロイヤルグループのステークホルダー経営

ご報告の後、新型コロナウイルス感染拡大による需要の蒸発

3

このような状況にあってロイヤルグループは、今後の社会構

Menu

財務部門よりご報告申し上げます。当社は、2019年度決算の

投資と株主への還元もバランスよく行っていきます。

（注）
2011年度の配当性向は、当期純損失のため記載していません。
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環境への
取り組み
基本的な考え方

地球全体の環境保全は避けて通れない課題と認識しています。事業活
動を維持・拡大しながら、排出する二酸化炭素をいかに削減していくか、
また直面する食品ロス削減へ確実な取り組むなど、多くの環境課題と向
き合っていきます。

循環型食品リサイクルループの取り組み
ロイヤルグループでは、複数の取引先に協力していただき、食
ロイヤル
グループ

品廃棄物を資源として循環させるため、循環型食品リサイクル
ループを構築しています。福岡県、佐賀県、熊本県にあるグ

玉ねぎ

ループ店舗（ロイヤルホスト、カウボーイ家族、高速道路内店

収穫・購入

舗、福岡空港内店舗など）
と福岡にある機内食工場および食

食品廃棄物

280t/年

27t/年

品工場から排出される食品廃棄物
（端材や調理ロスなど）
を原
料に堆肥を製造しています。その堆肥を利用して生産された農

生産者

堆肥使用量

作物（玉ねぎ）
をロイヤル株式会社が購入、加工調理し、各店

再生
利用業者

28t/年

舗へ供給しています。

リサイクルループのイメージ図（2018年度実績）

プラスチック製ごみの削減に向けて

省エネルギーへの取り組みから脱炭素の取り組みへ

事業活動を通して廃棄される「ごみ」の総量は、ロイヤルグルー

2018年11月中旬より石油由来のプラスチック製ストローの提

社会的にも関心が高いエネルギー問題に対して、ロイヤルグ

業界目標値

プ全体で約6,700トン。この廃棄物量をどのように減らしていく

供を順次廃止し、2019年10月には直営全店で切り替えが完

ループは、お客様と従業員の安全面を十分配慮した上で、積

2024年度までに

のか、このことは地球環境の保全を考える上でのポイントにな

了しました。ストローを必要とされるお客様には、環境にやさし

極的に取り組んでいます。店舗やオフィスでの省エネ電球や

ると考えています。

い代替素材のストローをご用意しています。この取り組みによ

LED 照明の導入、各拠点における節電、ガスコージェネレー

SDGs（持続可能な開発目標）の目標12には、食料の廃棄を

り、グループ全体のストロー使用量が4分の3へ減少し、焼却時

ションシステムの導入といった省エネルギー活動を行っていま

半減させることや、廃棄物の発生を大幅に削減することが明記

の二酸化炭素排出量を抑えることができました。今後も地球

す。また今後の課題として「再生可能エネルギー」の活用が

されています。ロイヤルグループは今後、廃棄物総量の発生抑

規模での環境保全に寄与したいと考えています。

考えられます。安定的な事業活動を支える基盤となるのか、

ロイヤルグループの食品リサイクル率
（毎年4月～翌年3月）
（%）
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制はもちろん、食品リサイクル率向上による焼却ごみの削減な
どを実行し、目標12の達成に貢献していきます。
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（予測）

また、2020年7月から施行される「プラスチック製買物袋有
料化制度」に向けての準備も進めています。ロイヤルグループ

費用対効果はあるのか、いろいろな観点から導入を検討して

ロイヤルグループのステークホルダー経営

事業で生じた「ごみ」を減らすために

3

地球環境へ貢献するロイヤルグループを目指す
Menu

“ 食 ” を通して環境を考える

いきます。

は、本制度の目的を理解し「プラスチックの過剰な使用を抑制
し、賢く利用していくこと」を実践し、啓発していきます。

事業活動で発生する食品ロスを削減する
「EARTH HOUR 2019」への参画
お客様の動向や天候・気候、外的要因など、多くの要素を

まう食品のこと」
と定義されています。外食産業においては、お

用いた精度の高い予測

客様に提供する前に廃棄されるものと、提供後に廃棄される

使用食材の共通化によるアイテム数の削減

気を消すというアクションを通じて、
「地球の環境を守りたい」

もの
（いわゆる「食べ残し」）
に分けられます。この問題に対し、

小盛メニューやスモールポーションといった、食べきりサイズ

という思いを分かち合う消灯リレーです。

ロイヤルグループは、2030年までにグループの食品ロスを2016

の展開

年度対比で20％削減させるという目標に向けて行動していき

“ろすのん ”マークを用いた、
「食品ロス削減国民運動」の

ヤルホストとシズラーの10店舗が参画しました。この参画はグ

ます。

啓発活動

ループにとって初めての試みでした。ロイヤルグループはこの

現在、ロイヤルグループは次の取り組みを行っており、今後、
具体的な方針や取り組みを策定していきます。
「食品ロス・食品リサイクル」の詳しい情報は、下記ウェブサイトよりご覧いただけます。

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/

「EARTH HOUR」
とは、世界中の人々が同じ日、同じ時間に電

2019年3月30日に行われた「EARTH HOUR 2019」へ、ロイ

活動を通して、ご来店していただいたお客様が環境保全活動
に参加していただくきっかけとなればと考え、これからも参画し
ていきます。
「EARTH HOUR」の詳しい情報は下記ウェブサイトよりご覧いただけます。

ROYAL HOLDINGS Co., Ltd.

ROYAL HOLDINGS Co., Ltd.

一般的に「食品ロス」
とは、
「まだ食べられるのに廃棄されてし

https://www.wwf.or.jp/campaign/earthhour/
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