
編集方針
「統合報告書 2019」は、ロイヤルグループの中長期的な価値創造について財務・非財
務の両面からお伝えする媒体として発行しています。株主・投資家を中心とするステー
クホルダーの皆様に、ロイヤルグループが持続可能な社会の実現を目指した取り組み
に励み、長期的に企業価値を創造していることをご理解いただければ幸いです。編集
にあたっては、国際統合報告評議会（IIRC）による「国際統合報告フレームワーク」と、
経済産業省による「価値協創のための総合的開示・対話ガイダンス」を参考にしまし
た。また、当社ウェブサイトでは、より網羅的かつ詳細な情報を掲載しています。併せ
てご覧ください。
https://royal-holdings.co.jp

報告対象組織
ロイヤルホールディングス株式会社と連結子会社11社、持分法適用会社2社を合わせた
14社（2018年12月31日現在）を対象としています。掲載するデータについて集計範囲が
異なる場合は、個別に対象組織を明示しています。

報告対象期間
2018年12月期（2018年1月～2018年12月）を主たる報告対象期間としています。 
一部、2019年1月以降の情報も含みます。

将来情報に関する留意事項
本報告書にて開示されているデータや将来予測は、本報告書の発表日現在の判断や入
手可能な情報に基づくもので、種々の要因により変化することがあり、これらの目標や予
想の達成、および将来の業績を保証するものではありません。また、これらの情報は、今
後予告なしに変更されることがあります。従いまして、本報告書記載の情報および資料
の利用は、ほかの方法により入手された情報とも照合確認し、利用者の判断によって行っ
ていただきますようお願いいたします。本報告書を利用した結果生じたいかなる損害に
ついても、当社は一切責任を負いません。
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 外食事業

 食品事業

 ホテル事業

  企業、学校での“食”の提供
  病院、高齢者施設内での“食”の提供
  空港、高速道路施設内での“食”の提供
  百貨店、商業施設内での“食”の提供

 機内食事業

“High-quality  Food”
The Royal Group’s Vision for

質の高い “ 食 ”をさまざまなシーンで
ロイヤルグループは創業以来、いろいろなシーンでご家庭では味わえないおいしさと、 

安全・安心な “食 ”の提供に、真摯に向き合ってきました。

“おいしさ”のために調理にひと手間かける。お客様に安全な食事を安心してお召し上がりいただくために、 

質にもこだわる。そしてお客様に幸せな毎日を過ごしていただきたい、という思いを商品やメニューに込める。

ロイヤルグループは “おいしさの追求”によって、新たな価値を提供し続けます。

旅行

レジャー

ショッピング

暮らし

  冷凍食品
  洋菓子商品
  ベーカリー商品
 ハラルミール

  チェーンブランドから専門店まで 

幅広い“食”のニーズに対応

 コントラクト事業

  機内食の調製と搭載

 郷土色も取り入れた“食”の提供

 Cover Story       ロイヤルグループの価値創造ストーリー
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The Royal Group’s Vison for
質の高い “ホスピタリティ”を表現する
ロイヤルグループは “ホスピタリティ”を、 

“お客様満足を考え、主体的に行動する”ことだと考えます。

おいしい食の開発、お客様への商品やサービスの提供、

ロイヤルグループの発展を担う多様な人材が

それぞれの場でホスピタリティを発揮することで、ロイヤルは成長し続けています。

Cover Story  ロイヤルグループの価値創造ストーリー

お客様との会話も大切にしたい
おいしい料理でお客様をおもてなしすることはもち

ろん、レシピ開発や店舗でのコミュニケーション活発

化に努めています。特に、Royal Garden Cafeでは

産地とのつながりを大切にしているため、食材の良さ

を引き出せるレシピ開発には気合いが入ります。幅広

い業務の中で最も好きな瞬間は、お客様から直接感

想を聞けた時です。私はシェフですが、「作り、自ら

提供する」をモットーに、厨房からお客様のテーブル

までお届けするところまでを心掛けています。それが

私の考えるホスピタリティで、食事の感想を伺いなが

ら、料理や産地を紹介できることが幸せです。2020

年に開催される東京オリンピック・パラリンピックで

は、さまざまな国や地域から訪れるお客様をおもてな

ししたいと思います。

Royal Garden Cafe 青山

磯野  清

地域の方に愛されるお店でありたい
接客や日々 の売上管理、パート・アルバイトの育成など

にあたっています。私がロイヤルホストで働き始めた

のは、高校2年生の時でした。初めてのアルバイトで

試行錯誤する私を、常に励ましてくれた当時の店長に

憧れ、大学卒業後、正社員になりました。私の考えるホ

スピタリティは、お客様一人ひとりに合った、心配りで

す。例えば、ご高齢のお客様には、ドリンクバーでもお

席までお持ちするなど、どの世代の方にも過ごしやす

い店舗づくりを心掛けています。現在、店長職の女性

はまだ多くないですが、ロイヤルグループにはさまざま

なライフステージに合った働き方ができる環境や制度

があると思います。今後、私自身が女性社員のロール

モデルになれるよう、頑張っていきます。

ロイヤルホスト桜川店

福武  詩織

楽しい空の旅に貢献したい
旅行好きな私にとって、飛行機に乗った際

の一番の楽しみは機内食でした。そんな旅

をする人の楽しみの手助けができればと思

い、この仕事を選びました。現在は、航空会

社から運航状況や予約数を入手し、各部署

との調整をする業務を担当しています。飛

行機の運航は、天候などさまざまな要因に

左右されるため、優先事項を素早く判断し、

業務を進めることが求められます。特に、お

客様のご要望に最大限応えつつ、各部署に

とってスムーズな方法であることを大切にし

ており、それが私が思うホスピタリティです。

将来、管理職に就きたいと思っています。女

性が働きやすい環境やサポート体制に感謝

しながら、自分と同じようにやりがいを感じ、

安心して働ける女性が増えてほしいです。

関西工場 搭載課

大屋  嘉奈子

より多くのお客様に 
喜んでいただきたい
ホテルの顔ともいえるフロント業務ですが、

お客様と直接関わるのは、チェックインと

チェックアウトの、とても短い時間です。そ

の中で、「またここに泊まりたい」と感じてい

ただけるよう、お客様の気持ちに寄り添っ

たホスピタリティを常に意識しています。だ

からこそ、お客様から「ありがとう」と言って

いただけることが、何よりのやりがいです。

また、仲間の存在も私にとってのエネル

ギー源です。ロイヤルグループでは、新卒

定期入社者を対象に年1回フォローアップ

研修があり、グループ会社で働く同期の仲

間から刺激をもらう機会にもなっています。

今後の目標は、宿泊支配人になり、より多く

のお客様に喜んでいただける運営をするこ

とです。そのため、業務に一層励み、資格

取得に向けての勉強も頑張っています。

リッチモンドホテルプレミア浅草

奥山  彩乃

すべての方から信頼される 
バイヤーになりたい

課長職兼バイヤーとして水産物の調達を担

当しています。先輩方が築き上げた「ロイヤル

ブランド」を意識しながら国内外を飛び回

り、新鮮でおいしい食材の安定調達に奔走

する日々 です。私が考えるホスピタリティと

は、関わるすべての方々に尊敬の念を持つ

ことです。相手をリスペクトし理解しようと

する気持ちを持つことで初めて生まれる信

頼関係があると思います。産地で直接顔を

合わせて交渉し、時には立場を超えて一緒

になって収穫を行うことで信頼を得られ成

立した取引もありました。そうして自分が調

達してきた食材がメニューになり、お客様

に喜んでいただける瞬間はバイヤー冥利に

つきます。「佐野が買ってきたものだから間

違いない」と、より信頼されるバイヤーにな

りたい、またそのようなバイヤーを一人でも

多く育てていきたいと思います。

購買部

佐野  稔

Hospitality
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HISTORY

外食業界における先進的な取り組みへの挑戦と、 
洋食を楽しむ新たな場の提案

1950  設立

1951  創業

1951  板付空港（現 福岡空港）において機内食の納入と喫茶営業を開始 
福岡市堅粕にベーカリー工場を建設

1953  福岡市東中洲にフランス料理店「ロイヤル中洲本店（現 レストラン花の木）」 
を出店

1956  ロイヤル株式会社を設立

1959  洋菓子売店を併設した、ファミリー向けレストラン 
「ロイヤル新天町店」を出店

1962  セントラルキッチンシステム（集中調理方式）を採用し、業務用冷凍料理に着手

1969  福岡市那珂に本社・工場（ロイヤルセンター）が完成。全部門を移転

1970  大阪万博でアメリカ館のレストランゾーンに単独出店

1971  郊外型ファミリーレストラン「ロイヤルホスト」1号店を 
北九州市黒崎に出店

1973  関門自動車道めかりPA内にハイウェイレストランの1号店を出店

1977  「ロイヤルホスト」首都圏1号店を東京都三鷹市へ出店

1978  新東京国際空港（現 成田国際空港）に出店 
福岡証券取引所に上場

1983  東京証券取引所第一部に上場 
千葉県船橋市に東京食品工場が完成

2004  アールエヌティーホテルズ株式会社を設立

2005  持株会社制に移行し、ロイヤルホールディングス株式会社に商号変更 
 株式会社伊勢丹ダイニング（現 ロイヤルコントラクトサービス株式会社）を 
子会社化

2006  株式会社テン コーポレーションを子会社化

2007  アールエヌティーホテルズ株式会社が運営する「ロイネットホテル」を 
「リッチモンドホテル」に名称変更

2011  株式会社関西インフライトケイタリング 
（現 ロイヤルインフライトケイタリング株式会社）が 
機内食業界では日本国内初となる、ISO22000：2005認証を取得

2012  シルバーヘルスケア事業開始

2013  「天丼てんや」海外FC1号店を出店

2015  福岡セントラルキッチン工場にハラル食専用製造ラインを設置 
福岡インフライトケイタリング株式会社 
（現 ロイヤルインフライトケイタリング株式会社）が沖縄機内食工場を稼働

2017  次世代店舗運営の研究開発店舗を東京都中央区日本橋に出店

2018  株式会社チャウダーズを子会社化 
東安投資有限公司とロイヤルホールディングス株式会社の合弁会社、 
天雅餐飲股份有限公司を設立し、「天丼てんや」台湾1号店を出店

飲食業の産業化を目指して

創業50年 次の50年を見据えて

ロイヤル中洲本店

研究開発店舗
GATHERING TABLE PANTRY

ロイヤルの成長を支えた集中調理工場 
「ロイヤルセンター」

「ロイヤルホスト」1号店（北九州市黒崎）

「天丼てんや」海外FC1号店

ロイヤルコーヒーショップ 新東京国際空港店
（当時）

東京食品工場（竣工当時）

リッチモンドホテル

Cover Story  ロイヤルグループの価値創造ストーリー

ロイヤルグループの成長のあゆみ

飲食業を日本の立派な産業として認めてもらう。

 創業者 江頭 匡一（1923年～2005年）

日本の飲食業を、国民生活の向上に役立つ立派な産業に育て上げること。この志を胸に、 

ロイヤルは創業以来、「おいしい料理ときちんとしたサービス」、「快適で衛生的な店内」、 

「健康的で明るいイメージ」を個性として、その地域の人々にとってなくてはならない店づくり

に邁進してきました。日本で一番質の高い飲食業を目指すこの志は、現在、そして未来へと受

け継がれていきます。

1950s～1960s  

1970s～1990s  

2000s～

1987  ロイヤルインターナショナルエアーケイタリング株式会社 
（現 ロイヤルインフライトケイタリング株式会社）を設立

1988  株式会社関西インフライトケイタリング 
（現 ロイヤルインフライトケイタリング株式会社）を設立

1989  キリンビール株式会社と提携し、 
アールアンドケーフードサービス株式会社を設立

1990  住友商事株式会社と提携してロイヤルマリオットアンドエスシー株式会社 
（現 ロイヤルコントラクトサービス株式会社）を設立し、 
事業所給食の1号店を出店

1991  サラダバー&グリルレストラン「シズラー」1号店を出店

1994  関西国際空港開港に伴い、機内食搭載を開始

1995  大和ハウス工業株式会社と提携して、アールアンドディープランニング 
株式会社（現 アールエヌティーホテルズ株式会社）を設立し、「ロイネット 
ホテル（現 リッチモンドホテル）」1号店を大阪府東大阪市に開業

1998  長野冬季オリンピックでレストラン2店を運営受託
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ロイヤルグループの今
ロイヤルグループは、「ホスピタリティビジネスの産業化」を掲げ、各事業が有機的に一体となりシナジーを生み出す

ハイブリッドなグループ体制の構築を通じて、ステークホルダーの期待に応え、持続的な成長を目指しています。

外食事業
Restaurant Business

コントラクト事業
Contract Food Service

機内食事業
In-flight Catering Business

ホテル事業
Hotel Business

食品事業
Food Manufacturing

事業内容   ロイヤルホスト／天丼てんや／カウボーイ家族／シズラー／ 

シェーキーズ／レストラン花の木／ロイヤル ガーデンカフェ／ 
ピンクベリー／スタンダードコーヒー／ローズベーカリー 
など、多種多様な飲食業態を展開しています。

事業内容   空港内レストラン＆ショップ／高速道路内レストラン＆ショップ／ 

百貨店内レストラン＆ショップ／コントラクトサービス／ 
コンベンションシティレストラン 
など、多種多様な飲食業態を展開しています。

事業内容   関西国際空港、福岡空港、那覇空港、 
東京国際空港（羽田空港）、成田国際空港における 
機内食の調製・搭載などを行っています。

 ※東京国際空港および成田国際空港は関連会社が運営しています。

事業内容   ｢リッチモンドホテル」などのビジネスホテルを 

全国に展開しています。

事業内容   外食インフラ機能として、主に外食事業およびコントラクト事業
に対する食品製造、購買、物流業務を行っているほか、 
グループ外企業向けの食品製造を行っています。

61,780百万円

34,841百万円

8,481百万円

28,682百万円

10,879百万円

売上高
（2018年度）

売上高
（2018年度）

売上高
（2018年度）

売上高
（2018年度）

売上高
（2018年度）
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事業別売上高構成比 事業別経常利益構成比

全国に拠点を持つロイヤルグループ（FC除く直営店）

北海道

 外食事業 10拠点
 コントラクト事業 4拠点
 ホテル事業 3拠点

東北地方

 外食事業 6拠点
 コントラクト事業 4拠点
 ホテル事業 6拠点

関東地方

 外食事業 318拠点
 コントラクト事業 112拠点
 ホテル事業 13拠点
 食品事業 1拠点

近畿地方

 外食事業 54拠点
 コントラクト事業 24拠点
 機内食事業 1拠点
 ホテル事業 3拠点

九州・沖縄地方

 外食事業 54拠点
 コントラクト事業 14拠点
 機内食事業 2拠点
 ホテル事業 8拠点
 食品事業 1拠点 

 外食事業　  コントラクト事業　  機内食事業　  ホテル事業　  食品事業

（注） 1.売上高にはその他の営業収入を含めています。　2.事業セグメントの売上高には、セグメント間売上高が含まれています。　3.構成比は、事業セグメントごとの合計に対する割合です。

（注） 1.売上高にはその他の営業収入を含めています。 
2.事業セグメントの売上高には、セグメント間売上高が含まれています。

 外食事業　  コントラクト事業　  機内食事業　  ホテル事業　  食品事業

43%

28%

3%

44%

9%

16%

24%

6%

7%

20%

 タイ 8店舗
 インドネシア 1店舗
 フィリピン 9店舗
 香港 1店舗
 台湾 13店舗

（2018年12月31日現在）

海外店舗（FC含む）

2018年度
連結

137,701
百万円

2018年度
連結

5,765
百万円

中国・四国地方

 外食事業 9拠点
 コントラクト事業 15拠点
 ホテル事業 2拠点

中部地方

 外食事業 22拠点
 コントラクト事業 19拠点
 ホテル事業 4拠点
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2019年3月に、CEOを退任し、代表取締役会長として、

取締役会議長に就任しました。当社を取り巻く厳しい経

営環境を乗り越え、「ロイヤルグループ経営ビジョン 2020」

の実現に向けて、意思決定の迅速化につながる経営体

制に変更することが目的で、経営の執行と監督の実効性

の向上を図っていきたいと考えています。

　世界は今、大きな転換点を迎えていると感じています。

資本主義は、無限が一つのコンセプトで、拡大や膨張し

ていくことが成長の原理だと考えられてきましたが、地球

環境や資源、働く人も有限ではないかということに気づ

き、強い危機感を持ち始めました。ESG投資が注目を集

め、国連で「持続可能な開発目標（SDGs）」が採択された

のも、そこに理由があるのではないでしょうか。つまり企

業は、この有限な環境の中で、自社のサステナビリティを

自問自答する時が来ています。ロイヤルグループも、日本

で一番質の高い食とホスピタリティを目指すグループとし

て、どのように進んでいくべきかが問われています。

　とりわけ人口減少は、ホスピタリティ産業にとって深刻

な課題です。人口が増加していく時代には、店舗数を増

やしていれば規模の成長をすることができましたが、これ

からの時代にそのシナリオは通用しません。労働人口が

減っている今、従業員一人ひとりの価値を大事にして生

産効率を向上させていく産業に変わっていかなければな

らないという問題意識を持っています。

　今回の決断に至ったのも、そうした激しい環境変化に

対応するためです。2016年3月に代表取締役会長（兼）

CEOに就任し、黒須が代表取締役社長（兼）COOとい

う体制で3年間やってきましたが、その間最も感じていた

ことの一つは、環境変化のスピードです。意思決定を迅

速化することの重要性を感じ、今回の決断に至りました。

また社長就任時から、私はサクセッションプランや社長交

代のタイミングについて、検討を重ねてきました。企業経

営の承継は大変難しく、重要なテーマです。しっかりとし

た準備期間を経て、CEO交代により会社が混乱すること

なくスムーズに承継できるのは、このタイミングだと判断

しました。

　代表取締役会長としての私の役割は、社会とのイン

ターフェースになることです。社長が会社の意思決定の

中心にいるのなら、私は社長と社外役員の間にいるイメー

ジで、ロイヤルホールディングスという会社と社会との接

点に立っています。特にホスピタリティ産業は、内向き志

向になってしまう傾向があります。だからこそ私は、外部

環境の変化や社会からのさまざまな要請に目を向け、当

社グループの方向性が社会変化に対応できているのか、

責任を持って伝える必要があります。2016年から2年間、

日本フードサービス協会会長を経験し、社外との接点も多

く、社会の動きを間近で見られる強みを最大限にいかし

ていく所存です。

　当社グループには、お客様のことを一番と考えるDNA

があります。その素晴らしいDNAを、どんな時でも発揮

できるよう、すべての従業員がホスピタリティに集中でき

る環境を作ることが、経営の大きなミッションだと思って

います。取り組みの詳細は、黒須からお話ししますが

（p13-14）、例えば、自動レジの導入もその一環です。極

端な例ですが、お店の評判はレジ締めの善し悪しで決ま

るわけではありません。付加価値を生むのは、従業員一

人ひとりが、質の高い“食”を、質の高い“ホスピタリティ”

でもてなすことです。テクノロジーを導入し、従業員が付

加価値を生むことに時間を使えるような環境を創ってい

きたいと思っています。付加価値が生まれているところを

精査し、人が本来価値を生み出す仕事に専念できる環境

を整えることで、お客様の満足度を上げ、そして企業価値

を向上させることで、すべてのステークホルダーの期待に

応えていきたいと考えています。

2019年7月

代表取締役会長

会長メッセージ

代表取締役会長

菊地  唯夫

急速な社会の変化を捉えながら、 

すべてのステークホルダーの皆様にご満足いただける 

「日本で一番質の高い “食”&“ホスピタリティ”グループ」を

築いていきます

今回、当社初となる、統合報告書を発行いたしました。財務情報・非財務情報を 

統合的にお伝えすることで、すべてのステークホルダーの皆様に、 

当社グループについて、理解をより深めていただければ幸いです。

株主の皆様をはじめとする、すべてのステークホルダーの満足度を上げて、 

いかにして社会に貢献していくか。お客様はもちろんのこと、地域社会の方々、 

従業員、株主の皆様、すべてのステークホルダーの皆様に喜んでいただける 

グループを目指していきます。
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社長メッセージ

当社グループを取り巻く環境の変化は大変激しく、とりわ

け国内人口の減少およびそれに伴う生産年齢人口の減

少や人件費の高騰、また世界的な食材の高騰など、環境

は厳しさを増しています。そして2015年に国連で採択さ

れた「持続可能な開発目標（SDGs）」に見られるように

人々の生活そのものや地球環境問題に対する危機感の

広がりもまた大きな変化であり、企業としても、このような

さまざまな社会課題にしっかりと対応していかなければ

ならない責任感を感じています。

　そのような中で、当社グループは、「お客様の満足」を

最大の目標とし、時代の変化にしなやかに対応する「日本

で一番質の高い“食”&“ホスピタリティ”グループ」を目指

しており、環境変化のスピードにしっかりと対応していく

経営を行うことで持続的に企業価値を高め、すべてのス

テークホルダーの皆様に満足していただける企業となる

ようグループ一丸となって取り組んでいます。

　激しさを増す環境の変化にどのように対応していくかが

問われる中、当社グループでは「生産性の向上」を通じ、そ

れらの課題に対応していくための中期経営計画「Beyond 

2020」を2018年に策定し、推進しています。当社グルー

プの生産性に関する考え方は、「生産性の向上=付加価

値の向上＋新規市場開拓＋効率性向上」というものです。

無理に人件費や労働時間の削減を行うのではなく、質の

高い商品やサービスを通じてお客様の満足度をしっかり

と上げていくことで付加価値を向上させ、また、少子高齢

化により拡大するシニアマーケットや外国人観光客の増加

によるインバウンドニーズおよびアジアを中心とした海外

展開など、成長性のある領域で新規市場開拓を行います。

同時にIT活用や新機器・ロボットなどのテクノロジーの導

入によってイノベーションを創出して効率性を向上させて

いこうというものです。「付加価値の向上」「新規市場開拓」

「効率性向上」をバランスよく推進し、生産性の向上を実現

することで、企業価値を高め、持続的成長につなげていき

たいと考えています。

　また2020年以降の次の10年を見据え、持続的に成長

していくための種まき（積極的投資）を実施していきます。

R&Dや海外展開、IT投資、M&Aなどがそれにあたりま

す。それがBeyond（その先に）という中期経営計画の名

称に込めた想いです。

　さらに、「Beyond 2020」のテーマである「生産性の向

上」と「次の10年を見据えた『成長の種まき』」を支える施

策として、「働き方改革」を推進していきます。労働環境

の整備、ダイバーシティの推進、イノベーションの推進と

いう3つの視点を持って取り組みを進め、グループ従業員

一人ひとりが安心して働き、より付加価値の高い “食”と

“ホスピタリティ”を提供できる環境を創っていきたいと思

います。

　当社グループの事業活動は、さまざまなステークホル

ダーの皆様に支えられており、ステークホルダーの皆様と

の協力と共創なくしては成り立ちません。当社グループが

持続的に成長していくためには、お客様はもちろんのこ

と、従業員や株主様、お取引先様や地域・社会の皆様と

の関係を大切にし、また地球環境に配慮したサステナビ

リティ経営を強化しなければなりません。

　「Beyond 2020」では、「日本で一番質の高い“食”&“ホス

ピタリティ”グループ」を目指すために、当社グループが重要

視する課題をESG（Environment/Social/Governance）

の項目ごとに特定しました。特に社会面の「人」および

「食」に係る課題については、当社グループにおける最重

要課題と認識し、率先的に対応することで持続的な成長

につなげていきたいと考えています。ESGへの対応をさ

らに強化することで、ステークホルダーの皆様から信頼さ

れ、その地域になくてはならないお店を数多く創り、社会

に貢献していきたいと思います。

　ステークホルダーの皆様には、ロイヤルグループの今

後の飛躍にご期待いただき、さらなるご支援を賜りますよ

うお願い申し上げます。

2019年7月

代表取締役社長（兼）CEO

代表取締役社長（兼）CEO

黒須  康宏

Cover Story  ロイヤルグループの価値創造ストーリー

「生産性の向上」と、 

次の10年を見据えた「成長の種まき」を着実に進めていきます
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   安全・安心でおいしい“食”の追求と心が通う“ホスピタリティ”の追求
お客様に満足していただくため、“食”の安全・安心とおいしさは、日々 の準備や訓練はもちろんのこと、素材
の状態や機器の状態にも気を配ることも大切なことです。

   ロイヤル経営基本理念を共有する人材
従業員一人ひとりが、お客様に満足していただくため、何をすべきかを常に考え、行動する“心”、“気持ち”
を持つこと、そして磨き続けること。共有する理念をもとにグループ一体となって、持続的成長を目指します。

   バランスのとれた事業ポートフォリオ
さまざまな事業を展開するためには、俯瞰的な視点や考え方が必要です。また、一つの事業で直面した課題
や成果をグループ全体で共有できるメリットもあります。グループシナジーを活用して、より強い経営体質の
実現を目指します。

ロイヤルグループの価値創造モデル
ロイヤルグループは、創業以来の「ロイヤル経営基本理念」を事業活動の基礎とし、社会から信頼される企業グ

ループを目指しています。「お客様に満足していただくこと」を共有する目標として、グループで働く全員が同じ

方向を向き、それぞれの役割にコミットメント高く取り組んでいく。その結果、企業として持続的成長をすること

ができ、さらなる付加価値の創造へ一歩ずつ進んでいきます。

Cover Story  ロイヤルグループの価値創造ストーリー
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  食
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業

お客様
幸せな経験 

コミュニケーションの 
場の創出

取引先
事業の共存共栄

株主
適切な配当 
経営への共感

地域・社会
関わり合う場の発展

従業員
やりがいを生む
職場環境

地域になくては 
ならない店づくり

安定した職場・生活

高品質な商品・サービス

安定した取引

ROA・ROEの向上

研
究
・
開
発

調
達

製
造

流
通

店
舗

安全・安心でおいしい 
“食”の追求

心の通う“ホスピタリティ” 
の追求

長期 
経営構想

中期経営計画  
（2018～2020）

「Beyond  
 2020」

さらなる 
付加価値  
創造

アウトプット事業戦略 アウトカムインプット 事業活動

財務資本
最適な経営資源

 

知的資本
独自性を創出する
研究・開発力

製造資本
安全・安心の生産・調達と
おいしさの総合調理力

人的資本
企業理念が浸透した
従業員の専門性・ 

ノウハウ

社会関係資本
歴史で培われた

ステークホルダーとの 
信頼基盤

自然資本
持続可能な社会に 
配慮した資源

中期経営計画  
（2018～2020）

「Beyond 2020」の達成
数値目標  

（2020年度）

売上高：1,500億円
経常利益：75億円

経済的価値

ステークホルダー

価値創造の循環

認識する経営環境
  人口減少
  労働力不足
   消費税の増税
   中食の台頭
  東京オリンピック・  
パラリンピックの開催

   インバウンドの増加

ホテル事業

「ロイヤルグループ 
経営ビジョン2020」
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ロイヤルグループの長期ビジョン
「ロイヤルグループ経営ビジョン2020」（長期経営構想） 

2018～2020
第5次中期経営計画 「Beyond 2020」 
「ロイヤルグループ経営ビジョン2020」の達成に向けた  
「生産性の向上」と「次の10年を見据えた『成長の種まき』」

「ロイヤルグループ経営ビジョン2020」は、当時のグループ全体の経営課題を克服し、顧客ニーズの多様化や時代の変

化への対応をするためだけでなく、ロイヤル経営基本理念を実践し、すべてのステークホルダーに支持される企業グルー

プを目指すため、また何よりも、従業員が誇りを持って働ける企業グループであるために、10年先を見据えた経営ビジョン・

成長戦略として、策定されました。

持続的成長

2009～2011
第2次中期経営計画

事業基盤の構築

選択と集中

事業領域の整備

2012～2014
第3次中期経営計画 
「Fly to 2014」

持続的成長

増収増益の確保

効率経営体への転換

2015～2017
第4次中期経営計画 
「Fly to 2017」

ホスピタリティビジネスの 

産業化

「お客様の満足」を最大の目標とし、時代の変化にしなやかに対応する、 
日本で一番質の高い “ 食 ”&“ホスピタリティ”グループを目指す

■  ロイヤル経営基本理念を実践し日本で一番質の高い“食”&“ホスピタリティ”グループ

■  新たなビジネスモデルの創造により増収増益を視野に入れた持続的に成長する総合

飲食企業のリーディングカンパニー

■  食の安全・安心を第一に企業の社会的責任を誠実に果たしすべての 

ステークホルダーに支持される企業グループ

■  誇りを持って働ける企業グループ

「ロイヤルグループ経営ビジョン2020」

2021～

数値目標
（2020年）

売上高

1,500億円

経常利益

75億円

グループビジョン

目指すべき姿

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
（計画）

0

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

1,700

0

20

40

60

80

100

120

140

1,118 1,104
1,092

1,149

1,207

1,248

1,303 
1,330

1,355
1,377

1,500

19.1
21.3

22.2
28.1

45.7

50.2 52.0

60.5
57.6

75.0

2.5% 2.7% 2.8%
3.6%

4.8%
5.7%

5.8%

5.6%
6.3%

5.9%
7.0%

8.0%

5.5%

7.2%

5.1%

6.1%

4.3%4.0%
2.9%

2.1%

△1.1%

△7.7%

37.6

「ロイヤルグループ経営ビジョン2020」の進捗
（億円） （億円）

 売上高（左軸）　  経常利益（右軸）　  ROA　  ROE
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