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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ステークホルダー経営
すべてのステークホルダーとともに持続的成長を目指す
ロイヤルグループは企業の存在価値や社会的意義を示した、
「ロイヤル経
営基本理念」に基づき、
「お客様の満足」を最大の目標として、時代の変化
にしなやかに対応する「日本で一番質の高い “ 食 ”&“ホスピタリティ”グルー

「ロイヤルグループ経営ビジョン2020」に示した日本で一番質の高い “ 食 ”&“ホスピタリティ”グループ
ロイヤルグループ経営ビジョン2020

「お客様の満足」を最大の目標とし時代の変化に

プ」を目指しています。各事業において、日本で一番質の高い “ 食 ”&“ホス

ロイヤルグループ における重 点 課 題

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

ピタリティ”を提供し社会へ貢献すること、そして生産性を向上させることに

将来目指す姿

よって、ホスピタリティビジネスを産業化し、結果として持続的成長を果た
すという私たちが目指すビジネスモデルの実現を目指します。

を目指すために、取締役会、経営会議、
リスク管理委員会を会議体とし、検討を重ね、グループとして取
、社会
り組む課題を ESG のそれぞれの項目ごとに特定しました。ESGとは、環境（Environment）
、ガバナンス
（Governance）
の頭文字をとったものです。今、企業は社会やステークホルダー
（Social）
から、事業を通して社会課題の解決や、社会の持続可能な発展に貢献することが期待されています。
特に社会面の「人」および「食」に係る課題については、当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社会の持続可能な発展の実現を目標としています。

企業理念
（ロイヤル経営基本理念）

“ 食 ” & “ ホスピタリティ” で 社会課題の解決に貢献する
2015年、193の国連加盟国により2030年までに地球規模で達成すべき17
の目標として「持続可能な開発目標（SDGs）」が採択されました。この目標
は、経済・社会・環境に対し、ステークホルダーとしての役割を持つ企業

社会課題

E
環境面

当社グループの課題

対応するSDGs

省エネ（ LED 照明導入）

フロンガス（ 機器入れ 替え ）

食品リサイクル（ 食品残さ）

が持続可能性を考える上でも、取り組むべき大切な目標です。ロイヤルグ
ループも「お客様の満足」
という最大の目標を目指すと同時に、社会課題解
決のために事業を営んでいくことが求められると考え、重要なテーマを以

人

下の 3 つに定めました。企業活動を通して持続的成長を実現し、当社グ

人材の 採用・定着・確保・育成

ループとして特定した社会課題をどのように解決していくのか、また「地域

多様な従業員が 働ける環境づくり

になくてはならない店づくり」のもと、企業と地域が WIN-WIN な関係を構
築するために、
どのような社会貢献が良いのか、SDGsとの関連を意識した
取り組みを行っていきます。

S

社会面
重要 視 する目標

ロイヤルグループが行う取り組み
ロイヤルグループは、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・

飢餓を終わらせ、

生産工程で発生する食品ロスを削減し、食品残さを活用して持続可能な循環型農業の

持続可能な農業を促進する

推進を目指します。

労働安全衛生（ 安全な職場環境）

食
食の安全・安心への 取り組み

水産業を支援していきます。

食料安全保障及び栄養改善を実現し、

適正な労働時間管理

食品に関わる適正な表示

食を通して行われる、人道的支援を推進します。
包摂的かつ持続可能な経済成長及び
すべての人々の完全かつ生産的な雇用と
働きがいのある人間らしい雇用
（ディーセント・ワーク）
を推進する

誰もがやりがいを持って働ける、そして誰もが自主・自立ができる社会の形成を進めて
いきます。
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。
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目
指します。
ロイヤルグループは、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、持続可能な循環型社会を目指します。

持続可能な生産消費形態を確保する

食品産業のイノベーション推進や消費者などに関する対応を通して、持続可能な消費の
推進をしていきます。
省エネの推進や事業系ゴミ
（→ P.49）の削減を通して、気候変動対策に取り組みます。
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CSR 活動

CSR 活動例（2018年実績）

ロイヤルグループが行うCSR 活動についても、
「ロイヤル経営

が、私たちが積極的に取り組むべき CSR 活動の一つと考え

基本理念」に根幹があると考えています。私たちは地域社会

ています。

人道・災害支援

・2018年7月豪雨被災地支援として、
義援金寄付および復旧作業ボラン

・食育活動（ベジフルキッズクラブ）
の開催

ティア
（岡山県倉敷市真備町・広島

・
「こども食堂」への物資協力

県広島市安芸地区）
を実施

・職場体験学習の受け入れ

や次世代育成に対する支援、昨今激甚化する自然災害の人

そこでロイヤルグループでは、継続的に社会貢献活動を推進

道支援活動にも企業の責任として積極的に取り組んできまし

するために、経常利益予算の0.5% 相当分を CSR 活動費とし

・ユニセフ
（国連児童基金）
への協力

て予算化しています。

など

た。本業である“ 食 ”を通した社会課題の解決をしていくこと

次世代育成

・キャリア教育用副教材の発行と出
張授業の開催
など

CSR 推 進 体 制

CSR 活 動を通してステークホルダーとともに、持 続 的 成 長と社 会 貢 献を実 現 する

ロイヤルグループでは、積極的な CSR 活動に取り組むために2018年3月に CSR 推進部を新設しまし
た。新設以来、
「①ロイヤルグループ一体で持続性ある取り組み活動を推進すること」
、
「② CSR 活動を

常にお客様の視点に立って、

グループ全体に定着させること」
、そして「③地域社会や次世代育成を目的とした、具体的な活動を展

満足していただける高品質

開すること」を実施しています。また、自己啓発や社会と多様な接点を持った支援のため、食材生産者

な商品とサービスを提供する

様との交流会や、地域の「こども食堂」へのボランティア参加といった活動も行っています。

ことにより、お客様から信頼を
得られるよう誠実に取り組ん
でいます。

株主・投資家の方々は私たち

日本の “ 食 ”&“ホスピタリティ

が事業を行っていく上での重

企業 ” において「一番働きや

株主総会

要なパートナーと考え、理解し

すい企業」
となることを目指し、
取締役会

監 査 等 委員会

監 査 等 委員会 室

共感していただくために、コ

「働きやすい職場づくり」に取
り組んでいます。

ミュニケーションを大切にして

お客様

経 営 諮 問 委員会

います。

会長
社長

ロイヤルグループ

財務企 画 部
人事企 画 部
経営企 画 部
リスク管 理 室
海外事業 開 発 部

株主・
投資家

従業員

品質保証推進部
内部監査部

ロイヤルグループは創業以

CSR 推 進 部

来、地域・社会との共生を考

お客様相談室

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。

イノベーション創 造 部

地域・社会

取引先

私どもの事業活動は、お取引
先様に支えられています。信頼
関係とWIN-WIN の関係をさ
らに高めていきます。

2019年3月27日現在

グループ全体の持続的成長と社会課題解決への貢献を両輪にして
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
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お客様 へのホスピタリティ
ロイヤルグ ル ープ の 取り組み

ロイヤルグループは、
「“ 食 ” & “ ホスピタリティ”を通じて国
民生活の向上に寄与すること」に重点をおいて、事業に取
り組んでいます。
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により、お客
様から信頼を得られるよう誠実に取り組んでいきます。

原料原産地の情報開示

ロイヤルグループ

ロイヤルグループでは、
「外食における原産地表示に関するガ
イドライン」
（農林水産省）
などに従い、お客様に安心してお食
事を楽しんでいただけるよう、情報開示に努めています。
ロイヤルホストやシズラー、天丼てんやなどでは、使用する主
要な農産物原材料の原産地情報を、ホームページや店頭のパ
ネルなどを用いて表示をしています。

食の安全・安心への取り組み

シズラーにおける主要産地表示の一例

徹底した品質管理の実践
「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、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、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い、客観的な
確認やさらなる改善指導を行っています。

QSAI 表彰とエバー航空2017 Excellent Catering Service Award 受賞
ロイヤルインフライトケイタリング株式会社

機内食事業を担うロイヤルインフライトケイタリング株式会社の関西工場は、国際的な機内食会社監査プログラ
ム QSAI において、食品取り扱いの安全と品質について世界で最も優秀な機内食会社に贈られる「ワールドワ

自社工場などで ISO 規格認証を取得
ロイヤル株式会社の全製造部門では、品質マネジメントシステムの国際規格である

「アジア太平洋地域・ゴールド賞」を6年連続受賞し
イド・プラチナ賞」を3度、

ISO9001を取得。ロイヤルホールディングス株式会社 品質保証推進部検査室（東京都・

ています。また、2018年5月には、機内食のクオリティや食器類の取り扱いや、

福岡県）は、ISO/IEC17025：2005を取得しました。ロイヤルインフライトケイタリング株

毎日のきめ細かな対応が評価され、3 年連続でエバー航空より「Excellent

式会社の関西工場では、食品マネジメントシステム ISO22000：2005を取得しています。

Catering Service Award」を受賞しました。これからも、機内食の安全と品質
向上、一食一食を丁寧に仕上げる心配り、正確な搭載といった基本の積み重
ねを確実に行っていきます。

お客様満足への取り組み
お客様相談室の取り組み
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」で最大

ロイヤルグループお客様対応方針
ロイヤルグループは、下記の方針に従い、

の目標に掲げている「お客様の満足」向上の一環として、
「お客様対応

グループ全体でお客様満足の向上を目指します。

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

〜 基本方針 〜

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

お客様の声（相談・問い合わせ・

応対を心掛けています。
「CS レポ」の発信により事例を共有
おほめや苦情などお客様の声や、具体的な事例などをグループ内で

要望・苦情・おほめ・感謝等）は、
ロイヤルグループ全体に向けられたものと理解し、
誠実かつ迅速に対応いたします。
お客様からのお申し出は、公正・公平かつ
適切に対応いたします。

共有し、商品・サービスの改善や向上にいかしています。2018年4月

お客様の声は、感謝を持って受け止め、より良い商品と

からは、情報発信をウェブ化し、
「CSレポ」の名称で定期的にイントラ

サービスを持続的に提供するための貴重な情報源とします。

ネットで発信しています。

お客様の権利を保護するため、

お客様の声から実現した「低吸油」の採用

QSAIワールドワイド・プラチナ賞（2017年度）

株式会社テン コーポレーション

天丼てんやでは、お客様の「天ぷらを食べたいけれど、カロリーが気になる」
という
声から、軽い風味とサクサク感、食材のおいしさを一層引き立てる健康的な低吸油
の植物油を日清オイリオグループ株式会社と共同開発し、2016年12月から導入し
ました。また、
「お持ち帰りの天丼をあけると、蓋についた水滴が中身に落ちてしま
う」
というご意見から、テイクアウト容器の見直しを行い、2012年12月から湯気のこ
もりにくい容器に変更するなど、お客様の声を真摯に捉え、商品・サービスの改善
や向上にいかしています。
おいしさと健康を実現した「低吸油」

で揚げる天ぷら
（イメージ）

法令・規制を遵守いたします。

2012年9月28日制定
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従業員とともに
ロイヤルグ ル ープ の 取り組み
「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、それぞれの取り組みを進めています。
働きやすい環境づくり
長期的なキャリア形成支援
ダイバーシティへの取り組み

新人社員研修と社内メンター制度

ロイヤルグループ

ロイヤルグループの一員として成長できる基盤づくりを目的に、新卒定期入社した社員は、接遇やビジネスマナー
を学ぶ基礎研修、各事業会社の実務研修を受講しています。これらの研修を通して基本的な知識や技術を習
得し、グループ各社の事業運営を学びます。また、先輩社員がメールや電話で新入社員の相談に応じたり、月1
回の面談を行ったりする
「メンター制度」
も実施し、一人ひとりの成長のサポートに努めています。

働きやすい環境づくり
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」
となるために、
「働きやすい職場づくり」
に取り組んでいます。

• 定期健康診断100% 受診や産業医・保健師によるフォロー体制など、
健康経営の推進
• 従業員満足度の向上とその声を経営へ反映させるため、

2011年から従業員満足度調査の実施
• 年代別ライフプランセミナーの開催
（25歳、30歳、36歳、46歳、58歳が対象）

「経営塾」の実施

ロイヤルグループ

「次世代を担う経営者の育成」を目的として、
「経営塾」を2011年より行ってき
ました。一貫したテーマに基づき専門的な経営分析を行い、論理的思考につ
いて議論を交えて学んでいます。また、プレゼンテーションや活発な質疑応答
により、単なる座学ではなく、有用なフィードバックを得られる場としています。

「経営塾」の様子

キャリア支援
ロイヤルグループでは、安心して長く働いてもらうた
めに、社員一人ひとりが思い描く
「なりたい自分」を具
現化しチャレンジできるよう、グループ全体で支援を
行っています。

• 新卒定期入社社員を対象とした、新入社員研修とメンター制度
• 中途入社の社員を対象とした「キャリア社員入社式」
、グループ社員とし
ての意識や一体感づくりを図る集合研修
• 専門性を高めるための教育研修制度

障がい者の雇用支援活動

ロイヤルグループ

ロイヤルグループでは、多様な人材が安心し
て仕事に打ち込むことができる職場環境を
整えることが、企業の責務でもあり、社会貢
献の一つでもあると考えています。そして、障
がいのある生徒や学生が抱える将来の不安

姿の実現のため、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。

170
160

習も積極的に受け入れています。私たちは、
• 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

すべての従業員が働きやすい職場づくりを
目指しています。

169
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158

2.53

2.5

151

2.4

2.37

2.37

2.3

140

2.25

0
2014年6月
雇用数

2.6

167

162

150

を解消する一助として、職場体験や職場実

ダイバーシティへの取り組み
「ロイヤルグループ経営ビジョン2020」の目指すべき

ロイヤルグループの障がい者雇用率推移
ロイヤルグループの障がい者雇用率推移

（名）

2015年6月

0
2016年6月

2017年6月

2018年6月

雇用率

法定雇用率2.2%
（2018年4月現在）

• ライフイベントを迎えた女性社員が安心して働くことができる環境づくり
を目的とした「なでしこプロジェクト」を発足し、経営陣への提言や社内
啓蒙を推進
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地域・社会との絆
ロイヤルグ ル ープ の 取り組み

ロイヤルグループは、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。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の一つ
であると考えています。今後も地域の皆様や社会全体と
の絆、そして関係性をさらに深めることを目指します。

管理栄養士を目指す大学生の職場体験実習
ロイヤルコントラクトサービス株式会社

ロイヤルコントラクトサービス株式会社では、2018年から、関東や関西の店舗
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で、卒業後の進路選びへの一助になること
や、管理栄養士として働く意義を伝えることを目的としています。
職場体験実習の様子

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」

地域との共生

アールアンドケーフードサービス株式会社

「食」を通しての次世代育成

2004年より、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

ロイヤルグループでは、地域の方々への貢献活動として、近隣の小・中

クラブ」を開催しています。野菜ソムリエと一緒に、親子でクイズやゲームに

学校に通う児童・生徒さんたちの職場体験学習の場を提供しています。

チャレンジしながら、野菜や果物について五感・体感を通して学びます。これ

実際に店舗での仕事を体験してもらうことにより、次世代育成のお手伝

まで400人以上のお子様に「認定証」をお渡ししており、夏休みの地域イベン

いをしています。

トとして定着しています。

「ベジフルキッズクラブ」の様子

小学生向け「キャリア教育」副教材の作成と出張授業の開催

キャリア教育補助教材を活用した出張授業

2018年度の新たな取り組みとして、外食産業で働く人々に焦点を当て
た小学校高学年向け「キャリア教育」副教材を作成し、その教材を活用
した「出張授業」を全国の8つの小学校で開催しました。2019年度も副

「出張授業」の様子

教材作成をはじめとした次世代教育の支援を継続して行います。

ロイヤルホスト株式会社

2018年、小学校高学年に向けたキャリア教育補助教材「レストランの仕事に
関わる人たち」を作成し、470校へ29,770冊配布しました。この教材では、“身
近にいる働く人たち”としてロイヤルホストのスタッフを取り上げ、食事がロイ
ヤルホストのテーブルに並ぶまでに必要な仕事とそのやりがい、工夫につい
て紹介しています。また学校からの要請に応じて出張授業を行っており、キャ

安全・安心な社会の実現に向けて

リア教育補助を通して地域との持続性ある連携を図っています。
大規模災害時の帰宅困難者支援
首都圏のロイヤルグループの店舗を中心に、大規模災害時の帰宅困難者支援対策に
取り組んでいます。災害発生時には、帰宅困難者に対し水道水・トイレの提供、
ラジオ
やテレビなどで把握した災害情報の提供、一時的な休憩の場の提供を行います。
「子ども110番の家」活動への参画

対象店舗で掲示している「災害時帰宅支援ステー

出張授業の様子

災害発生時の食事提供を想定したフードトラックを導入
ロイヤルグループ

ロイヤルグループでは、人道支援、災害支援を目的として、2019年4月にフー
ドトラックを導入しました。このフードトラックでは、グループ内の食品工場で

「子ども110番
自治体や PTA などが中心の地域ボランティアによって行われている、

製造した弁当タイプの冷凍食品を活用し、災害発生初期のインフラが整わな

の家」活動の趣旨に賛同し、一部地域の店舗が参画しています。現在、ロイヤルホスト

い被災地の方々へ温かい食事を提供することができます。また、災害復興イ

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ます。

ベントなどにも参加し、“ 食 ”を通した復興支援へも参画していきます。

ション」ステッカー
フードトラック
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取引先 へのホスピタリティ

株主・投資家との対話

グループ内で購買・調達を担っているロイヤル株式会社

株主・投資家の方々は私たちが事業を行っていく上での

では、CSR 観点での「購買基本方針」を制定しています。

重要なパートナーと考えています。大切なパートナーである

購買基準を制定することで、法令遵守だけでなく、お取引

株主・投資家の方々に、当社の企業理念や事業計画につ

先様とともに社会との共存を重視した購買活動を行うこと

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

に努めており、お互いに支え合い、良きパートナーとして

極的な対話に努めていきます。また、持続的成長を目指し

WIN-WIN の関係を構築することを目指しています。

た投資と株主への還元もバランスよく行っていきます。

2018 年度の IR 活動
ロイヤルグループの取り組み

産地との契約栽培を推進

ロイヤル株式会社

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・

2018年度は、個人投資家向け説明会を福岡市にて1回実施し

2018年の主な IR 活動

ました。アナリストや機関投資家に対しては、決算説明会を2

機関投資家向け活動

回、スモールミーティングを2回開催しました。また、
アナリスト・

アナリスト・機関投資家向け決算説明会

機関投資家 IR 取材の回数を増やし、40回対応しました。今後

アナリスト・機関投資家 IR 取材

も、各地域のステークホルダーとの対話をはじめ積極的な IR 活
動を通じて、企業価値向上に努めます。

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。

実施回数

2回
40回

アナリスト・機関投資家向けスモールミーティング

2回

個人投資家向け活動

実施回数
１回

個人投資家向け説明会

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

当社 IR 関連情報はコーポレートサイトにてご覧ください。

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。

https://www.royal-holdings.co.jp/ir/
「産地を知ろう」活動の実施

ロイヤルグループ

個人投資家向け説明会の様子

私たちの商品である、“ 食 ”を支えていただいている産地のこ
と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

株主還元

（→ P.62）

してほしいという思いから、従業員を対象に「産地を知ろう」
活動を行いました。生産者の方々と一緒に収穫などのお手伝

第5次中期経営計画「Beyond

2020」では、営業キャッシュ・

いをさせていただくことで、農産物を通して表現している生

フローを成長投資と株主還元にバランスよく配分するとともに、

産者の方々のホスピタリティを感じ取り、自らの仕事にいかす

2020年に向けて、配当性向を40% を目安に段階的に引き上

ことを勉強する場として位置づけています。

げることを目標としています。

1株当たり配当金と配当性向の推移
（円）

（%）

40
30
20
10

「産地を知ろう」活動の様子

50

50

42.4

40.7
32.5 33.1

14 16
10 10 12

38.0

36.1

32.2
27.9 28 29
26
20 20

28.3

40
30
20
10
0

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

（予想）

配当性向
1株当たり配当金
（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
ロイヤルグ ル ープ の 取り組み

環境活動方針
創業以来「地域になくてはならない店づくり」に取り組ん
できたロイヤルグループは、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。また、地域・社会の発展は、一時的なものを
目指すのではなく、持続可能な成長を目指すことが大切

廃油削減と天かすのリサイクル
株式会社テン コーポレーション

であると考え、環境に対する貢献も企業が持つ大きな責

天丼てんやでは、調理の際に出る天かすと油を分別し、揚げ油は専用装置でろ過して、色・酸性度などを確認

任であると考えています。

した上で再利用をし、廃油の削減に努めています。また一部の店舗では、再生利用事業者の方に店舗の天か
すを回収していただき、
リサイクル施設で堆肥・飼料に変え農家や養鶏場で活用していただく、天かすのリサ
イクルを推進しています。

食品リサイクルの取り組み
飲食店における下ごしらえの際に発生する野菜くずや、お客様
の食べ残しなどの食品残さを「燃えるゴミ」
として捨てるのでは
なく、
リサイクルできるよう店舗できちんと分別し、
リサイクル処

ロイヤルグループの食品リサイクル率

業界目標値

2019年までに

（%）

理施設へ搬送する、
「食品リサイクル」の取り組みをグループ全

50％

80
60

64.6

68.1
56.9

体で推進しています。食品残さを年間100t 以上排出する外食
産業は、排出する食品残さの40% 以上をリサイクルすることが
食品リサイクル法
（食品循環資源の再生利用等の促進に関する

52.4

52.7

53.5

40

九州内グループ店舗・ロイヤルインフラトケイタリング株式会社・ロイヤル株式会社

ロイヤル
グループ

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
品廃棄物を資源として循環させるため、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、高速道路内店舗、福岡空港内

20

玉ねぎ

食品廃棄物

収穫・購入

342t/年

40t/年

店舗など）
と福岡にある機内食工場および食品工場から排出さ

法律）によって定められています。2018年度ロイヤルグループ
全体の食品リサイクル率は53.5% で、外食産業の目標値である

食品リサイクルループと肥料化の取り組み

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

0
2013

2014

50%を達成しています。

2015

2016

2017

2018

います。その堆肥を利用して生産された農作物（玉ねぎ）
をロイ
ヤル株式会社が購入、加工調理し、各店舗へ供給しています。

生産者

堆肥使用量

再生
利用業者

33t/年

リサイクルループのイメージ図
（2017年の数値）

省エネルギーへの取り組み
社会的にも関心が高いエネルギー問題に対して、ロイヤルグループは、お客様と従業員

石油由来のプラスチック製ストロー提供の順次廃止
グループ各社

の安全面を十分配慮した上で、積極的に取り組んでいます。店舗やオフィスでの省エネ

2018年11月中旬より、グループ内の9店舗において、石油由来

電球や LED 照明の導入、各拠点における節電、ガスコージェネレーションシステムの導

のプラスチック製ストローの提供を廃止しました。ストローを必

入といった省エネルギー活動を行っています。またリッチモンドホテルでは、新規開業の

要とされるお客様には、環境にやさしい代替素材のストローをご

際「ハイブリッド型給湯システム」を導入しており、電力のピーク時間帯を避けた深夜電

用意しています。2019年4月からは、主要6ブランドの306店で

力を有効活用することで、電力需要の負荷軽減に貢献しています。

同様の取り組みを開始しました。この取り組みにより、ストロー生
産時および焼却時の CO2排出を抑えるとともに、地球規模での
環境保全に寄与したいと考えています。
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