
コーポレート・ガバナンス 

基本的な考え方

当社グループでは、法令遵守と企業倫理の徹底を経営の重

要課題の一つとして位置づけています。とりわけ「食」を事業

の柱とする企業として食品の安全性、衛生管理に対しては創

業以来、厳格な対応を徹底しています。また、2005年7月に

制定された「ロイヤルグループ行動基準」をグループ全役職

員が共有し、法令遵守はもとより、高い倫理観・道徳観を持っ

た良識ある企業経営ができるよう努めています。今後も、コー

ポレート・ガバナンスが有効に機能するよう、常にグループ体

制・制度の見直し、透明性のある公正な体制を整備していき

ます。

コーポレート・ガバナンス体制

当社は、会社の機関として、会社法に規定する株主総会、取締

役会、監査等委員会および会計監査人を設置しています。取

締役会については、取締役11名（うち監査等委員である取締

役4名）で構成されています。取締役会は、経営および業務執

行に関わる最高意思決定機関として毎月1回開催されるほか、

必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、経営に関する

重要事項を決定するとともに業務執行の状況を逐次監督して

います。監査等委員会については、監査等委員である取締役

4名（うち社外取締役3名）で構成され、経営や業務執行の監

督・牽制機能を果たすべく、監査等に関する重要な事項につ

いて報告を受け、協議を行い、または決議を行っています。

　また、取締役、執行役員などを構成員とする経営会議を月1

回開催し、経営の基本方針について十分な議論を通じて、適

切な経営判断を行うことができるよう、グループ全体の業務

執行に関する重要事項を報告・審議しています。

現状の体制を選択している理由

当社は、取締役による迅速かつ的確な意思決定が行える体制

と同時に業務執行の状況が監督できる体制が重要と考えてい

ます。そのため、取締役会は実質的な審議を行うことができる

適切な規模とし、また、取締役の業務執行の状況を各々の取

締役が相互に監督するとともに、監査等委員である取締役が

監査、監督する現状の体制が適切であると判断しています。

社外取締役の選任理由

当社が考える社外取締役の機能は、経営の透明性の向上およ

び客観性の確保を通じて、コーポレート・ガバナンスの強化・

充実を図ることにあります。当社の社外取締役は、当社と特別

な利害関係を有しておらず、一般株主との間に利益相反が生

じるおそれがないと判断され、独立役員に指定されています。

役員報酬

役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額およ

び対象となる役員の員数は、以下のとおりです。
 （2018年度）

役員区分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の 
総額（百万円）

対象となる 
役員の員数
（人）基本報酬 賞与

取締役 
（監査等委員を除く）
（社外取締役を除く）

189 134 55 6

取締役 
（監査等委員） 
（社外取締役を除く）

10 10 － 1

社外役員 14 14 － 4

（注）1.  上記には、2018年3月28日開催の第69期定時株主総会の終結の時をもって退任し
た社外役員1名を含んでいます。

 2.  取締役（監査等委員を除く）の報酬額は、2016年3月29日開催の第67期定時株主総
会において、「年額2億円以内と定めた固定枠と、前事業年度の連結当期純利益（親
会社株主に帰属する当期純利益）の2.0%以内と定めた変動枠の合計額」（使用人兼
務取締役の使用人分の給与は含まない）と決議されています。

 3.  取締役（監査等委員）の報酬額は、2016年3月29日開催の第67期定時株主総会に 
おいて、年額4,000万円以内と決議されています。

氏名 選任理由

久保田 康史

弁護士としての専門知識や見識などに基づき、当社
の経営に対し有効な助言や情報提供をいただくた
め、ならびに当社監査・監督体制の強化・充実を図
るために選任しています。

高峰 正雄

公認会計士および税理士としての財務および会計
に関する豊富な専門知識と経験などに基づき、 
当社の経営に対し有効な助言や情報提供をいただ
くため、ならびに当社監査・監督体制の強化・充実
を図るために選任しています。

石井 秀雄

銀行業などでの経験と幅広い見識などに基づき、
当社の経営に対し有効な助言や情報提供をいた 

だくため、ならびに当社監査・監督体制の強化・ 

充実を図るために選任しています。

内部統制システム

当社は、取締役会において内部統制システムの整備に関す

る基本方針を決定し、その方針に従い、コンプライアンス、リス

ク管理、業務の効率性の確保の観点から、具体的な体制整

備と業務執行を行っています。

　当社では、機動的かつ柔軟な経営体制の構築を目的とし、

持株会社体制を採用しており、グループ企業の取締役、役職

員が常に意識すべき基準として「ロイヤルグループ行動基準」

を制定しています。加えて、グループ全体の経営効率向上と

実効あるコーポレート・ガバナンスを確保することを目的とし

て「ロイヤルグループ子会社管理規程」を制定しています。こ

れにより、グループ全体の遵法意識の醸成を図っています。

　また、グループ全体の運営においては、当社の執行役員お

よび経営企画部門長またはそれに準ずる者が担当役員として

子会社の取締役に、常勤監査等委員または監査等委員会室

に所属する使用人が子会社の監査役にそれぞれ就任するこ

とで、重要事項の決定に際して牽制機能が働く体制を構築し

ています。

取締役会の実効性評価

当社は、2019年3月開催の取締役会において、2018年度の

取締役会の実効性に関し、各取締役から①取締役会の構

成、②取締役会の運営状況、③取締役会の議案・内容、④取

締役会を支える体制等に関する意見を、事前に配布したアン

ケートへの回答を通じて収集した上で、分析・評価を行いま

した。

　アンケートの中で、取締役会資料の事前配布時期の早期

化やリスク管理室の設置によるリスク管理体制の充実に対し

一定の評価を得る一方で、中期経営計画などの進捗状況の

フォローや今後の計画につき、少子高齢化、デジタル革命と

いった外部環境の変化に対応し、さまざまな場面でより戦略

的な議論を深めていってほしいとの要望がありました。

　アンケートで指摘された事項や意見、要望を、引き続き今

後の取締役会運営にいかすことで、さらに実効性を高めるべ

く改善に努めていきます。

代表取締役

各部門・子会社・関連会社相談窓口

内部

外部

リスク管理委員会
（リスクマネジメント・
コンプライアンス）

CSR委員会 投資等検討会議 経営会議 内部監査部

取締役会 取締役11名（うち社外取締役3名）
選任

解任

選任

解任

選任

解任

報告

相談

通報

監査

監査・監督 補助

指示報告

監査決定
監督

決定・監督

決定
監督

提案
報告

提案・報告

提案
報告

報告報告

報告 報告
提案
報告

連携

会計 
監査人

監査等委員会 監査等委員4名 
（うち社外取締役3名）

株
主
総
会

監査等 
委員会室
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Menu 4  経営を支える基盤

リスクマネジメント

当社は、当社および当社グループのリスク管理に係る基本的

な事項を定めた「リスク管理規程」を制定し、当社グループを

取り巻くさまざまなリスクに的確に対処できる管理体制を整備

しています。加えて、リスク管理委員会がグループ全体のリス

クの評価、分析、対応策の検討を行い、「緊急時対応規程」に

おいて正常な事業活動に著しい影響を及ぼす事態が発生し

た場合の対応体制、対応手順などについて定めることにより、

損失の極小化に努めています。

　また、大規模災害、食品事故など、グループ全体に大きな

影響を与える事象に対しては、別途「ロイヤルグループ事業

継続計画書（BCP）」や「ロイヤルグループ食品事故対応ガイド

ライン」などの対応マニュアルを作成するなど、グループ全体

に周知徹底を図り、災害や事故などの影響拡大を最小限にと

どめるよう努めています。

コーポレートガバナンス・コードの実施状況など、詳しくは最新の「コーポレート・ガバナンス
報告書」をご参照ください。

コーポレート・ガバナンス報告書
https://www.royal-holdings.co.jp/material/images/ir/governance.pdf

社外取締役メッセージ 

近年、ガバナンスの欠如による不祥事により、企業の存

続自体が危ぶまれる事例が増えています。ガバナンスを

強化する目的は、まずはこのような不祥事を起こさない

こと、そして実効性あるガバナンス体制を構築し、すべ

てのステークホルダーの満足を最大限かつ永続的に満

たしていくことです。またガバナンスとは、画一的なもの

ではなく、各企業が適切な解と信じるものを実行し、そ

れを市場や社会が評価するものであると考えています。

　当社は、社会で起こるさまざまな事象を教訓とし、とり

わけ食品を提供する企業で生じる諸問題には、適切・

社外取締役の役割の一つは、閉じられた同質空間に異

論を差し挟み、社内の人に多様な物事の見方があるこ

とに気づいてもらうことだと思います。率直な疑問や違

和感、賛同を状況に合わせて的確に伝えることで、経営

陣が立ち止まって再検討したり、また今取り組んでいる

ことに自信を持って邁進できるよう背中を押すこともで

きると思います。

　当社では、コーポレートガバナンス・コードの導入・

改訂に対応した取り組みを着実に進めています。経営

層の多様化推進の観点による女性執行役員の選任など

社外取締役

久保田 康史

社外取締役

高峰 正雄

機敏に対応し、実効性あるガバナンスの強化を着実に

進めてきました。また当社には、事業会社が一定の独立

性を持って活動しているためグループとしての方針が

浸透しにくいという課題がありましたが、この点につい

ても急速に改善されてきたと実感しています。

　私の責務は、弁護士として法律に係る事項に適切な

助言を行うことが第一ですが、その他にもレストランやホ

テルを利用した際の感想や改善案を消費者の立場から

発信するなど、社内の人では気づきにくい観点から意見

を述べることも重要な役割だと考えています。当社の取

締役会では、このような意見にも積極的に耳を傾けてい

ただき、日々 活発な議論がなされていると感じています。

　変化の激しい環境においては、それに対応した組織

を創っていかなければなりません。その一つとして、当

社でも近年女性従業員の積極的な登用が進んでいま

す。今後、女性をはじめとした多様な人材を登用するダ

イバーシティ経営はますます重要となるでしょう。当社で

もこの傾向がさらに加速していくことを期待しています。

が挙げられます。意思決定のプロセスに多様なメンバー

を関わらせることが意思決定の妥当性を担保するため

にこれからもますます重要になるでしょう。その他、内部

監査部の活動の組織化・充実が進んだこと、まだ活動

は滑り出して間もないですが、リスク管理室の新設には、

今後のガバナンスのグレードアップにつながるものと期

待しています。

　ガバナンスのあり方には最終形態はないでしょう。社

内外の利害関係者の期待や懸念を適切に認識し、働き

かけ、成果を提供するシステムを支えるためのものであ

り、少数株主にも公平・公正で、魅力ある企業価値を示

し続けることは最重要の経営課題の一つです。また、活

動する地域社会の課題にも目配りして社会から受け入

れられ、支えてもらえる企業となれるよう、アンテナの感

度を高くしていくことも当社にとっては重要です。企業

を取り巻く環境が短い時間軸の中でも大きく変化する

中、企業も常に変化することを厭わない組織文化を醸成

していくことが成長と企業存続にとって不可欠であるこ

とを意識しなければならないと思います。

企業経営では、リスク管理について万全を期す一方で、

萎縮せず攻めの経営という意識を持つことも大事だと

思っています。将来ビジョンを持ち、必要な場合には、

企業の成長・飛躍のために一定程度のリスクをとる覚

悟を持つことも重要なのではないでしょうか。

　私は、これまで銀行での営業や産業調査などの仕事

を通じ、企業の成功事例や失敗事例をたくさん見てきま

した。また、銀行、証券、不動産、IT、年金などのさまざま

な業界で仕事をしてきた上、人事、企画、管理、コンプラ

イアンスなど、多様な業務も経験してきました。さらには、

社外取締役

石井 秀雄

企業経営に関わった経験もあります。

　社外取締役としては、このような経験をいかす形で、

抽象論にとどまることなく、できるだけ具体的で有益な

意見を発信していくよう意を用いていきたいと考えてい

ます。そして、そのことによって、当社の持続的成長に少

しでも貢献できればと思っています。

　当社の取締役会は、社外取締役として発言がしづらい

という雰囲気は全くありません。むしろ、大変活発な議論

がなされていると思います。経営陣の感度は非常に高く、

種々の経営テーマについて、世の中の動きをしっかりと

踏まえた対応が十分とれていると感じています。

　今後は、人口減少の時代においても十分な成長を遂

げていくための、強力なアクションプランの策定とその

力強い実行が強く求められると思います。海外事業の強

化や新規事業への注力は、アクションプランに盛り込ま

れるべき有力なテーマです。これから先、それらを実行

するための体制構築や経営資源の配分について、議論

を深めていくことが大事だと思っています。
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菊地 唯夫 代表取締役会長

1988年  （株）日本債券信用銀行（現 （株）あおぞら銀行）入行
1997年  同行秘書室秘書役
2000年  ドイツ証券会社東京支店入社
2003年  同社投資銀行本部ディレクター
2004年  当社入社 執行役員総合企画部長兼法務室長
2007年  当社取締役総合企画部長兼法務部長兼グループマネジメント部長
2008年  当社取締役事業統括本部副本部長（財務・経営計画担当） 

兼総合企画部長兼法務部長
2009年  当社取締役管理本部長兼総合企画部長兼法務部長
2009年  当社取締役管理本部長
2010年  当社代表取締役社長
2010年  （株）ハブ社外取締役（現任）
2016年  当社代表取締役会長（兼）CEO
2016年  （一社）日本フードサービス協会会長
2018年  キュービーネットホールディングス（株）社外取締役（現任）
2019年 当社代表取締役会長（現任）

黒須 康宏 代表取締役社長（兼）CEO

1982年  当社入社
2005年  アールアンドケーフードサービス（株）取締役管理部長
2008年  当社事業統括本部営業推進部営業推進役
2009年  アールアンドケーフードサービス（株）取締役企画業務部長
2010年  当社管理本部副本部長
2010年  （株）ハブ社外取締役
2011年  ロイヤルホスト（株）取締役副社長
2011年  当社取締役
2016年  当社代表取締役社長（兼）COO
2019年 当社代表取締役社長（兼）CEO（現任）

野々村 彰人 常務取締役

1978年  当社入社（1999年退社）
1996年  当社アペティート部長代行
2004年  アールアンドケーフードサービス（株） 

営業部長
2005年  同社代表取締役社長
2011年  当社取締役
2016年  当社常務取締役企画開発担当
2018年  当社常務取締役イノベーション・ 

食品事業担当（現任）

橋本 哲也 取締役

1979年  当社入社
1995年  当社ロイヤルホスト事業部長
2001年  当社メニュー企画部長（2003年退社）
2003年  （株）フライングガーデン入社
2011年  ロイヤルホスト （株）入社 企画開発部長
2013年  ロイヤル空港高速フードサービス（株） 

取締役経営企画室長
2013年  同社代表取締役社長
2018年  ロイヤルコントラクトサービス（株） 

代表取締役社長
2018年  当社執行役員コントラクト事業担当
2019年  当社取締役外食・コントラクト・機内食・ 

ホテル事業担当（現任）

久保田 康史 取締役（監査等委員）※

1968年  最高裁判所司法研修所入所
1970年  最高裁判所司法研修所修了
1970年  弁護士登録 東京弁護士会入会  

明舟法律事務所入所
1980年  霞ヶ関総合法律事務所設立  

同事務所パートナー弁護士（現任）
2013年  当社監査役
2016年  当社取締役（監査等委員）（現任）
2016年  （株）サニックス社外取締役（現任）

木村 公篤 常務取締役

1982年  ソニー（株）入社
1988年  三井信託銀行（株） 

（現 三井住友信託銀行（株））入行
1989年  （株）日本債券信用銀行 

（現 （株）あおぞら銀行）入行
2005年  同行経理部長
2006年  ロイヤルマネジメント（株）取締役副社長
2007年  当社執行役員経理部長
2011年  当社取締役経理部長
2013年  当社取締役財務企画部長
2019年 当社常務取締役財務企画部長（現任）

冨永 真理 取締役相談役

1976年  当社入社（1982年退社）
1987年  当社入社
1990年  当社取締役（1998年辞任）
1998年  当社業務執行役員エアーケイタリング部長
2003年  当社取締役
2008年  当社常勤監査役
2011年  （公財）江頭ホスピタリティ事業 

振興財団専務理事（現任）
2012年  当社取締役相談役（現任）

高峰 正雄 取締役（監査等委員）※

1982年  Peat Marwick Mitchell & Co 東京事務
所 監査部門入所

1985年  公認会計士登録
1992年  税理士登録
1998年  KPMG BRM（株）常務取締役横浜事務

所所長
2002年  同社代表取締役社長
2014年  公認会計士・税理士 高峰正雄事務所  

設立 同事務所代表（現任）
2014年  ミツミ電機（株）社外取締役
2016年  当社取締役（監査等委員）（現任）

貴堂 聡 取締役

1984年  （株）日本債券信用銀行 
（現 （株）あおぞら銀行）入行

2005年  当社入社
2008年  ロイヤルマネジメント（株） 

代表取締役社長
2010年  アールアンドケーフードサービス（株） 

取締役管理部長
2011年  当社管理本部長
2012年  当社執行役員戦略企画部長
2013年  当社取締役経営企画部長（現任）

浦 一馬 取締役（常勤監査等委員）

1977年  当社入社
2002年  当社経理部長
2004年  当社業務執行役員財務経理部長
2004年  当社業務執行役員財務部長
2005年  当社常勤監査役
2010年  （株）ハブ社外監査役（現任）
2016年  当社取締役（常勤監査等委員）（現任）

石井 秀雄 取締役（監査等委員）※

1978年  （株）日本興業銀行 
（現 （株）みずほ銀行）入行

2002年  みずほ証券（株）経営企画 
グループ人事部長兼人事部研修室長

2004年  （株）みずほコーポレート銀行 
（現 （株）みずほ銀行）本店営業第一部長

2007年  同行執行役員福岡営業部長
2008年  興和不動産（株） 

（現 新日鉄興和不動産（株））常務執行役員
2010年  同社専務取締役
2013年  日本インベスター・ソリューション・ 

アンド・テクノロジー（株）代表取締役社長
2018年  当社取締役（監査等委員）（現任）
2018年  （株）あらた社外取締役（現任）

※ 会社法第2条第15号に定める社外取締役

Menu 4  経営を支える基盤

役員紹介 （2019年3月31日現在）

石井 秀雄   久保田 康史   橋本 哲也   木村 公篤   野々村 彰人    貴堂 聡   浦 一馬   高峰 正雄

黒須 康宏　　　菊地 唯夫　　　冨永 真理
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Menu 4  経営を支える基盤

財務状況

本報告書の「ロイヤルグループの戦略」（p25-36）でご説明し

ている事業戦略を実現するためには、財務面からのサポート

が必要となります。この「財務状況」では、「効率的な資金 

調達、収益力に基づくキャッシュ創出、創出したキャッシュの

成長投資と株主還元への配分、財務健全性の維持」といった

財務資本の循環において、当社の経営者がどのような財務

的視点を持って価値創造ストーリーを具現化しようとしてい

るかをご紹介するものです。

収益力強化のためには成長分野への投資が必要となり、そ

の原資となるキャッシュ創出は極めて重要な経営課題です。

当社グループの場合、売掛金や在庫といった運転資本は少

額であり、基本的には減価償却前の経常利益がキャッシュ創

出に直結しますので、後述するROICや生産性向上などによ

り資金効率を上げ、基礎収益力を向上させることがキャッシュ

創出力の源泉となります。

　なお、当社グループでは、2005年度よりグループ会社に

キャッシュ・マネジメント・システムを導入し、グループ会社の

集中的な資金調達やキャッシュ・プーリングにより資金効率を

向上させています。

補完的キャッシュ創出

基礎的キャッシュ創出に加え、政策保有株式の削減などは、

キャッシュ創出の補完となります。コーポレートガバナンス・

コードを踏まえた当社コーポレート・ガバナンス方針に従い、

成長性・収益性

売上高および経常利益・経常利益率

当社グループの売上高、利益水準の推移を概括的にご理解いただくため、以下の過去10年間における中期経営計画期間（3ヵ

年）ごとの推移をご覧ください。

2018年度は、対前年度で、自然災害による影響などもあり経

常減益となりましたが、第3次中期経営計画（2012年度～

2014年度）以降、売上高および経常利益・経常利益率は順調

に拡大、向上しています。特に、2012年度から2017年度まで

は、6年連続で増収・経常増益を達成しています。持続的成

長は、必ずしも売上高・利益で評価できるものではありません

が、当社の経営者は、増益と減益を繰り返す悪循環からの脱

却を強く意識しました。この結果、第2次中期経営計画初年度

の2009年度を初年度として2018年度までの間、売上高は年

平均2.3%（CAGR）の成長、経常利益は年平均13.0%

（CAGR）の成長を遂げました。

　一方で、現状の経常利益率については、収益力（稼ぐ力）

は決して十分な水準ではないと認識しています。最重要経

営課題である生産性向上、すなわち既存事業での付加価値

の向上、収益性の高い新規事業による利益創出、間接業務

の効率化などにより、第5次中期経営計画の最終年度（2020

年度）には、経常利益率を5%まで向上させる計画としていま

す。トップラインの拡充による固定費の負担低減と生産性向

上による変動費率の引き下げにより、経常利益率のさらなる

改善を目指します。

売上高・経常利益（率）推移  
（百万円）

第2次中計期間
（2009～2011）

第3次中計期間
（2012～2014）

第4次中計期間
（2015～2017）

第5次中計期間（2018～2020）

2018年度 2020年度目標

売上高（年平均） 110,532 120,181 132,971 137,701 150,000 

　直前中計期間比増減率 △7.7% 8.7% 10.6% –% –% 

経常利益（年平均） 2,089 3,719 5,427 5,765 7,500 

　直前中計期間比増減率 △39.3% 78.0% 45.9% –% –% 

経常利益率（年平均） 1.9% 3.1% 4.1% 4.2% 5.0% 

（注）経常利益率（年平均）は各期経常利益率合計÷3で算出。2018年度、2020年度目標は単年度の数値。

EBITDA推移  
（百万円）

第2次中計期間
（2009～2011）

第3次中計期間
（2012～2014）

第4次中計期間
（2015～2017）

第5次中計期間（2018～2020）

2018年度 2020年度目標

EBITDA（年平均） 6,546 8,635 11,322 12,229 – 

　直前中計期間比増減率 △12.0% 31.9% 31.1% –% – 

（注）EBITDA＝経常利益＋減価償却費＋のれん償却額＋ネット支払利息

キャッシュ創出

基礎的キャッシュ創出

以下の表では、戦略的な投資実行の原資となる基礎的な

キャッシュ創出として、EBITDAの推移を掲げています。第 

3次中期経営計画期間（2012年度～2014年度）、第4次中期

経営計画期間（2015年度～2017年度）において、直前中期

経営計画期間比較で、概ね30%以上の伸びとなっています。

政策保有株式は原則削減の方針とし、保有の意義および経

済合理性の有無を、当社取締役会において定期的に検証し

ています。また、賃貸借契約における差入保証金などは、定

期的に行う賃料交渉時などにおいて部分回収の極大化を

図っています。

　政策保有株式売却、差入保証金回収促進、あるいは外部

賃貸不動産などのノンコア事業資産の売却により、キャッシュ

創出を補完し、コア事業への資金振り向けを加速させます。こ

れらの項目は、キャッシュ創出だけでなく、バランス・シートを

スリム化し、資産・資本効率を高めます。

2018年度末 政策保有株式残高  
（百万円）

政策保有株式BS計上額 6,561 

総資産残高 99,528 

総資産に占める割合 6.6% 

多様な事業セグメント

当社グループは、外食事業をはじめ、コントラクト事業、機内

食事業、ホテル事業、食品事業といった複数の事業セグメント

を有しています。これらの事業セグメントは、事業特性や事業

リスクが異なることから、それぞれの事業に応じた成長戦略・

リスク管理が必要となります。

　すべての事業セグメントが成長軌道にあることが理想です

が、そのような結果をもたらさない状況も想定されます。この 

ような状況では、事業セグメントを複数有することは、各事業

セグメントが補完し合うことで、連結損益のボラティリティを引

き下げる効果が期待でき、また、ある特定の事業セグメントの

収益力が低下した場合でも、より長期的視点で事業を立て直

すことも可能となります。

　これらの利点を最大限活用しつつ、多種多様な事業セグ

メント全体で連結損益を安定的に成長軌道に乗せることを追

求します。
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資本効率

ROE

以下の表では、資本効率としてROEの推移を掲げています。

過去の中期経営計画期間における3ヵ年平均ROEの推移は、

以下のとおり、一般的な目安とされるROE8%の水準には達

していないものの、主として利益水準の改善によりROEは着

実に向上しています。

ROE推移  

第2次中計期間
（2009～2011）

第3次中計期間
（2012～2014）

第4次中計期間
（2015～2017）

第5次中計期間（2018～2020）

2018年度 2020年度目標

ROE（年平均） △2.2% 3.7% 6.1% 5.5% 8.0% 

（注）各年度のROE合計÷3で算出（マイナスの年度も合計に算入）。2018年度、2020年度目標は単年度の数値。

第4次中期経営計画の最終年度である2017年度のROE目

標7%については、実績7.2%と目標を達成しましたが、第5

次中期経営計画の最終年度（2020年度）の目標8%の達成

のためには、さらなる資本効率の改善が必要です。

　ROE向上は、基本的には分子である純利益の増加が優

先課題となり、売上高純利益率がバリュードライバーとなりま

す。本報告書「ロイヤルグループの戦略」に記載のとおり、生

産性向上に関する施策の着実な実施のほか、不採算事業の

収支改善による減損損失削減なども重要です。

　なお、当社の業績管理では、ROEを「ROIC×レバレッジ－

利子調整」に分解し、原則として各事業セグメントはROIC

改善に責任を持ちます。各事業セグメントでは、ROICの要

素である売上高利益率と投下資本回転率について、事業特

性に応じて向上施策を実施します。

ROIC

NOPAT（税引後営業利益）またはROIC（投下資本利益率）

は、事業セグメント別に当該セグメントの資本コストと比較し、

差額は、SPREAD（率の差）またはEVA（金額の差）として当

社取締役会に報告されます。ROICの推移あるいは資本コ

ストとの比較により、事業セグメントごとに、資本コスト（また

は目標ROIC）を上回る資本効率（ROIC）が達成されている

かが検証され、経営資源の適切な配分など、将来に向けた

戦略策定の基礎となります。

　現状、ROICあるいは資本コストは社内指標として取り

扱っていますが、当社の連結ROICはWACCを十分上回っ

ています。2018年度における事業セグメント別の状況は、連

結投下資本の35%程度を投じているホテル事業における

ROICが相対的に高く、また、自己資本に比べ、資本コストの

低い有利子負債（リース債務）で調達しているため、SPREAD

も十分確保しています。今後も、コストアップ要因を吸収しつ

つ堅実な出店を続けることで、高いEVA創出を目指します。 

また、資本を多く使用しないコントラクト事業は、投下資本回

転率が高いという利点があり、ROICも高い水準を維持し、機

内食事業と合わせ、ほぼ想定どおりのSPREADを達成して

います。一方で、連結投下資本の30%程度を投じている外

食事業では、資本効率のさらなる向上が必要であり、今後の

外食事業のビジネスモデル構築において十分な考慮が必要

です。

　ROICの改善は中長期的な視点で行う必要もあり、特に

成長過程にある事業領域などでは、過度にROICを意識す

ることによる成長阻害要因とならないよう配慮します。必要な

投資が抑制される場合、将来の収益力低下を招きます。

　なお、当社グループの投下資本の8割強は、店舗・工場の

設備と賃貸借契約における差入保証金で構成され、これら営

業用固定資産の資本効率は、初期投資時点での投資判断

と、計画どおりに収益力が発現されているかに依存します。前

者は、初期投資時点で、資本コスト（または適正ROIC）を踏

まえた投資判断を行うこと、後者は上述のセグメント別資本

効率のモニタリングによる検証を行うことで、資本効率の維

持・向上につなげます。今後、有利子負債や自己資本などの

連結ベース資金調達の各事業セグメントへの配分など、より

経営の意思が反映する仕組みを構築し、資本効率向上への

寄与を図ります。

生産性

当社グループにおける最重要経営課題は生産性の向上です。

以下で、当社の生産性をご説明します。当社グループでは、生

産性指標として、「一人当たり付加価値」と、「投入コスト当た

り付加価値」を算出しています。

一人当たり付加価値

「一人当たり付加価値」は、売上高と外部購入費用※1との差額

を付加価値として算出し、これを当該年度の平均従業員数

（社員・パート・派遣社員）で除したものです。すなわち、従業

員一人が、店舗・工場などの資本財を使って、どれだけ付加

価値を生み出したかを表します。

　2018年度では、3年前の2015年度と比較すると、以下のと

おり、一人当たり付加価値（生産性）は、年平均で2.9%

（CAGR）向上しています。経営目標としている、より付加価値

の高い商品・サービスの提供、効率性の向上などの成果が表

れています。なお、当社の業績管理上、一人当たり付加価値

は、一人当たり売上高×売上高付加価値率に分解して生産

性向上要因を検証しています。
※1 外部購入費用＝食材費等の原価＋経費（除く人件費・減価償却費・賃借料等）

2015年度 2018年度 増減率（年率）

一人当たり付加価値 532万円 580万円 2.9% 

（注）分母の従業員数には、社員のほかすべての臨時従業員を含む（労働時間人数換算）

投入コスト当たり付加価値

「投入コスト当たり付加価値」は、「一人当たり付加価値」の分

母を、付加価値を生み出すために投入したコストに置き換え

たものです。すなわち、付加価値を、投入コスト（労働対価で

ある人件費および資本財コストである減価償却費・賃借料等）

で除したもので、付加価値を生み出すために投入したコスト

（金額）が、どれだけの付加価値（金額）を生み出したかを表し、

金額ベースでの生産性を意味します。

　2018年度では、3年前の2015年度と比較すると、以下のと

おり、投入コスト当たり付加価値（金額ベース生産性）は、年

平均0.2%（CAGR）の向上にとどまっています。

2015年度 2018年度 増減率（年率）

投入コスト当たり 
付加価値 1.073 1.078 0.2% 

上記2つの生産性指標から、生産性（「一人当たり付加価値」）

は向上しているものの、付加価値を生み出すために投入した

コスト、特にパートを中心とした人件費単価の上昇が、金額

ベースの生産性（「投入コスト当たり付加価値」）の伸びを抑

制している構造といえます。

　昨今の人手不足による人件費単価上昇がもたらす経営へ

の影響は大変大きく、人件費単価の上昇を上回る生産性向

上が増益を維持する大きな条件となります。将来の人件費単

価の上昇度合を適切に予測し、これを上回る生産性向上目標

（一人当たり付加価値）の設定と、そのための戦略策定が重要

となります。
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資本効率

ROE

以下の表では、資本効率としてROEの推移を掲げています。

過去の中期経営計画期間における3ヵ年平均ROEの推移は、

以下のとおり、一般的な目安とされるROE8%の水準には達

していないものの、主として利益水準の改善によりROEは着

実に向上しています。

ROE推移  

第2次中計期間
（2009～2011）

第3次中計期間
（2012～2014）

第4次中計期間
（2015～2017）

第5次中計期間（2018～2020）

2018年度 2020年度目標

ROE（年平均） △2.2% 3.7% 6.1% 5.5% 8.0% 

（注）各年度のROE合計÷3で算出（マイナスの年度も合計に算入）。2018年度、2020年度目標は単年度の数値。

第4次中期経営計画の最終年度である2017年度のROE目

標7%については、実績7.2%と目標を達成しましたが、第5

次中期経営計画の最終年度（2020年度）の目標8%の達成

のためには、さらなる資本効率の改善が必要です。

　ROE向上は、基本的には分子である純利益の増加が優

先課題となり、売上高純利益率がバリュードライバーとなりま

す。本報告書「ロイヤルグループの戦略」に記載のとおり、生

産性向上に関する施策の着実な実施のほか、不採算事業の

収支改善による減損損失削減なども重要です。

　なお、当社の業績管理では、ROEを「ROIC×レバレッジ－

利子調整」に分解し、原則として各事業セグメントはROIC

改善に責任を持ちます。各事業セグメントでは、ROICの要

素である売上高利益率と投下資本回転率について、事業特

性に応じて向上施策を実施します。

ROIC

NOPAT（税引後営業利益）またはROIC（投下資本利益率）

は、事業セグメント別に当該セグメントの資本コストと比較し、

差額は、SPREAD（率の差）またはEVA（金額の差）として当

社取締役会に報告されます。ROICの推移あるいは資本コ

ストとの比較により、事業セグメントごとに、資本コスト（また

は目標ROIC）を上回る資本効率（ROIC）が達成されている

かが検証され、経営資源の適切な配分など、将来に向けた

戦略策定の基礎となります。

　現状、ROICあるいは資本コストは社内指標として取り

扱っていますが、当社の連結ROICはWACCを十分上回っ

ています。2018年度における事業セグメント別の状況は、連

結投下資本の35%程度を投じているホテル事業における

ROICが相対的に高く、また、自己資本に比べ、資本コストの

低い有利子負債（リース債務）で調達しているため、SPREAD

も十分確保しています。今後も、コストアップ要因を吸収しつ

つ堅実な出店を続けることで、高いEVA創出を目指します。 

また、資本を多く使用しないコントラクト事業は、投下資本回

転率が高いという利点があり、ROICも高い水準を維持し、機

内食事業と合わせ、ほぼ想定どおりのSPREADを達成して

います。一方で、連結投下資本の30%程度を投じている外

食事業では、資本効率のさらなる向上が必要であり、今後の

外食事業のビジネスモデル構築において十分な考慮が必要

です。

　ROICの改善は中長期的な視点で行う必要もあり、特に

成長過程にある事業領域などでは、過度にROICを意識す

ることによる成長阻害要因とならないよう配慮します。必要な

投資が抑制される場合、将来の収益力低下を招きます。

　なお、当社グループの投下資本の8割強は、店舗・工場の

設備と賃貸借契約における差入保証金で構成され、これら営

業用固定資産の資本効率は、初期投資時点での投資判断

と、計画どおりに収益力が発現されているかに依存します。前

者は、初期投資時点で、資本コスト（または適正ROIC）を踏

まえた投資判断を行うこと、後者は上述のセグメント別資本

効率のモニタリングによる検証を行うことで、資本効率の維

持・向上につなげます。今後、有利子負債や自己資本などの

連結ベース資金調達の各事業セグメントへの配分など、より

経営の意思が反映する仕組みを構築し、資本効率向上への

寄与を図ります。

生産性

当社グループにおける最重要経営課題は生産性の向上です。

以下で、当社の生産性をご説明します。当社グループでは、生

産性指標として、「一人当たり付加価値」と、「投入コスト当た

り付加価値」を算出しています。

一人当たり付加価値

「一人当たり付加価値」は、売上高と外部購入費用※1との差額

を付加価値として算出し、これを当該年度の平均従業員数

（社員・パート・派遣社員）で除したものです。すなわち、従業

員一人が、店舗・工場などの資本財を使って、どれだけ付加

価値を生み出したかを表します。

　2018年度では、3年前の2015年度と比較すると、以下のと

おり、一人当たり付加価値（生産性）は、年平均で2.9%

（CAGR）向上しています。経営目標としている、より付加価値

の高い商品・サービスの提供、効率性の向上などの成果が表

れています。なお、当社の業績管理上、一人当たり付加価値

は、一人当たり売上高×売上高付加価値率に分解して生産

性向上要因を検証しています。
※1 外部購入費用＝食材費等の原価＋経費（除く人件費・減価償却費・賃借料等）

2015年度 2018年度 増減率（年率）

一人当たり付加価値 532万円 580万円 2.9% 

（注）分母の従業員数には、社員のほかすべての臨時従業員を含む（労働時間人数換算）

投入コスト当たり付加価値

「投入コスト当たり付加価値」は、「一人当たり付加価値」の分

母を、付加価値を生み出すために投入したコストに置き換え

たものです。すなわち、付加価値を、投入コスト（労働対価で

ある人件費および資本財コストである減価償却費・賃借料等）

で除したもので、付加価値を生み出すために投入したコスト

（金額）が、どれだけの付加価値（金額）を生み出したかを表し、

金額ベースでの生産性を意味します。

　2018年度では、3年前の2015年度と比較すると、以下のと

おり、投入コスト当たり付加価値（金額ベース生産性）は、年

平均0.2%（CAGR）の向上にとどまっています。

2015年度 2018年度 増減率（年率）

投入コスト当たり 
付加価値 1.073 1.078 0.2% 

上記2つの生産性指標から、生産性（「一人当たり付加価値」）

は向上しているものの、付加価値を生み出すために投入した

コスト、特にパートを中心とした人件費単価の上昇が、金額

ベースの生産性（「投入コスト当たり付加価値」）の伸びを抑

制している構造といえます。

　昨今の人手不足による人件費単価上昇がもたらす経営へ

の影響は大変大きく、人件費単価の上昇を上回る生産性向

上が増益を維持する大きな条件となります。将来の人件費単

価の上昇度合を適切に予測し、これを上回る生産性向上目標

（一人当たり付加価値）の設定と、そのための戦略策定が重要

となります。
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2009年度から2018年度までの10年間での総投資額は767

億円で、このうち約5割（366億円）は、ホテル事業に振り向け

ました。この結果、ホテル事業の経常利益は、2009年度の約

5億円から2018年度には約43億円に達し、投資に十分見

合った成長を遂げています。

　レストラン・ホテル店舗などの改装、生産性向上のための

食品工場・機内食工場への投資など、既存事業に対する投

資だけでなく、今後は、海外市場を含む新規事業への投資

や、顧客価値とともに効率性も高めた次世代型店舗などに投

資を振り向けます。さらに、飛躍的に進歩した ITを駆使し、業

務効率性を大幅に向上させるシステム投資により、人手で

行っている顧客と接点がないすべての業務はシステムへの

代替を進めます。

無形資産への投資

今後は、設備投資といった有形固定資産だけでなく、人材投

資、ブランド投資といった領域や、イノベーションを創出する

研究開発への投資がより重要性を増してきます。一方で、こ

れらのいわば無形資産への投資は、多くは会計上費用に計

上されることで、短期的には利益が減少します。しかし、当社

の経営者は、このような投資がハードとしての設備投資以上

に重要であると認識しており、短期的な利益の減少を許容し

ます。

　生産性向上が極めて重要な経営課題である昨今、今後、ど

のような店舗が、また、どのようなオペレーションが求められる

かといった、将来を見据えた研究開発を果敢に行う必要があ

ります。当社では、イノベーション創造部においてこのような

研究開発をグループ横断的に行い、短期的利益を追求する

ことなく、将来の成長の種まきとしての投資を積極的に行っ

ています。

投資判断基準

当社グループでは、出店などの設備投資にあたり、従来は投

資回収期間を重視してきましたが、これとともに、想定営業期

間における平均ROIC※2を算出し、資本コストを勘案した適

正ROICとの比較により投資判断を行っています。

　投資判断にあたっては、資本コストを上回るROICの確保

といった経済合理性のみならず、中長期戦略適合性はもとよ

り、事業リスク対応力、環境対策・社会性、その他の出店意義

などを総合判断して投資を実行します。また、成長投資と機

能維持投資では求められる投資効果が異なるため、両者を分

離して管理する必要があります。投資種別ごとの投資効果を

適切にモニタリングすることで、投資判断に役立つ仕組みを

構築します。
※2  想定営業期間を設け、NOPATをキャッシュ・フローベースに置き換えて、IRR（内部収
益率）により算定

成長投資

成長投資

収益力強化、そして持続的成長のためには、タイムリーな成長

分野への投資が必要となります。当社グループの設備投資の

推移は、以下の表のとおり、第4次中期経営計画期間（2015

年度～2017年度）以降、食品工場への投資を含め、成長投資

が加速しました。なお、投資増加に伴う原資は、前述の

EBITDA増加とファイナス・リースで調達しています。

設備投資推移  
（百万円）

第2次中計期間
（2009～2011）

第3次中計期間
（2012～2014）

第4次中計期間
（2015～2017）

第5次中計期間（2018～2020）

2018年度 2020年度目標

設備投資（年平均） 6,114 6,250 9,312 11,655 – 

　直前中計期間比増減率 N/A 2.2% 49.0% –% – 

（注）設備投資には、ファイナンス・リース資産投資を含む。第2次中計からリース会計基準適用

株主総利回り  

2013年12月末 2014年12月末 2015年12月末 2016年12月末 2017年12月末 2018年12月末

当社株式の期末株価 1,576円 1,678円 2,249円 1,869円 3,105円 2,548円 

　株価上昇額（2013年12月末比） A － 102円 673円 293円 1,529円 972円 

１株当たり配当金 － 16円 20円 20円 26円 28円 

　累計１株当たり配当金 B － 16円 36円 56円 82円 110円 

トータル・シェアホルダーズ・ 
リターン（累計） A+B － 118円 709円 349円 1,611円 1,082円 

対2013年12月末株価比率 － 7.5% 45.0% 22.1% 102.2% 68.7% 

株主総利回り（年率）
１年間 2年間 3年間 4年間 5年間

7.5% 20.4% 6.9% 19.2% 11.0% 

（注）配当にかかる税は未考慮

配当性向・総還元性向推移  

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

配当性向 33.1% 28.3% 32.2% 27.9% 38.0% 

総還元性向 33.6% 54.5% 56.6% 28.4% 99.0% 

（注）総還元性向＝（配当総額＋自己株式取得金額）÷親会社株主に帰属する当期純利益

株主還元

株主還元方針

株主還元も、経営の最重要課題の一つです。当社では、長期

安定的・継続的な配当の実施を基本方針とし、併せて財務状

況や市場環境を踏まえ、自己株式の取得も機動的に実施する

こととしています。この方針は、2009年度以降、この10年間

で6回の増配を行う一方、減配は一度も行っていないという

実績に表れています。

　配当性向につきましては、2020年度を最終年度とする第5

次中期経営計画において、従来の目安であった30%から、

40%程度まで段階的に引き上げる方針としています。配当 

性向30%～40%程度は、将来の成長投資とのバランスから

妥当な水準であると考えていますが、引き続き株主還元の強

化に注力します。

　なお、配当金の決定にあたっては、純資産配当率（DOE）

の水準も考慮します。単年度の純利益の変動による影響を 

緩和し、より安定的に株主還元を行います。

　2018年度では、配当性向38.0%、2円増配となる1株当たり

28円の配当（配当総額約10.6億円）を行うとともに、約17.0

億円の自己株式の取得を行いました。直近5年間の配当性向

および総還元性向の推移は、下記の表をご参照ください。

株主総利回り（トータル・シェアホルダーズ・リターン）

下記の表では、直近5年間での当社株価の上昇と配当を合

わせた株主総利回りの推移を掲げています。期末一時点の

株価を使ってご説明することはあまり適切ではありませんが、

この5年間で株価は1.6倍となり、上記配当方針に基づく配当

と合わせ、株主総利回りの年率は11.0%となりました。

　株価は外部経済環境などの影響を受けますが、当社の経

営者は、このような指標によって株主が得るリターンを常に意

識します。
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キャッシュ・アロケーション

ここまで、成長性、収益力に基づくキャッシュ創出とそのため

のドライバーとなる生産性や資本効率、創出したキャッシュの

振り向け先となる成長投資と株主還元などについてご説明し

ました。下記の表では、営業キャッシュ・フローなどのキャッ

シュ・インと、その配分（成長投資、株主還元、残余）の推移を

掲げています。

創出したキャッシュ（キャッシュ・イン）は、成長投資と株主還

元とにバランスを維持しつつ配分しており、配分割合もキャッ

シュ・インの増加と平仄を合わせて増加基調です。成長投資

への配分は、第2次中期経営計画期間（2009年～2011年

度）の約62%から、第4次中期経営計画期間（2015年度～

2017年度）には約67%まで徐々に増加しています。株主還

元への配分は、第4次中期経営計画期間（2015年度～2017

年度）において、自己株式の取得などにより約13%まで上昇

しました。

　キャッシュ創出力の向上によるキャッシュ・インの増加は、

計画した成長投資と株主還元方針による株主還元に配分し

た後の残余キャッシュ・フローの増加となり、適宜、追加成長

投資、追加株主還元、あるいは借入金の返済などに資金を振

り向けることが可能となります。成長投資、株主還元の強化

は、バランスのよい資金配分を行うとともに、収益力向上によ

るキャッシュ創出自体の拡充が重要となります。当社はこのよ

うなキャッシュの好循環を生み出すことで、引き続き持続的

成長を目指します。

キャッシュ・アロケーション  
（億円）

第2次中計期間（累計） 第3次中計期間（累計） 第4次中計期間（累計） 第5次中計期間

（2009～2011） 構成比 （2012～2014） 構成比 （2015～2017） 構成比 2018年度 構成比

キャッシュ・イン 142 100% 202 100% 264 100% 71 100%

キャッシュ・アウト

成長投資 △89 △62.6% △134 △66.4% △177 △67.2% △62 △87.8%

株主還元 △11 △8.0% △14 △6.9% △35 △13.1% △27 △38.0%

残余キャッシュ・フロー 42 29.4% 54 26.7% 52 19.7% △16 △25.8%

うち借入金返済充当 △44 △31.1% △65 △32.2% △18 △6.8% △4 △5.9%

（注）1. キャッシュ・イン＝ファイナンス・リース債務返済後営業キャッシュ・フロー＋有形固定資産・投資有価証券売却収入
 2. 成長投資は、キャッシュ・フロー計算書ベースの設備投資（ファイナンス・リース投資は含まない）

財務健全性

最後に、財務面で極めて重要な財務の健全性についてご説

明します。

自己資本比率

下記の表では、健全性を表す指標として、自己資本比率の推

移を掲げています。自己資本比率は、長期間にわたり概ねの

目安としている50%程度の水準が維持され、事業リスクをカ

バーする健全性を確保しています。今後も、自己資本比率は、

40%台後半から50%程度を目安とします。なお、今後、リース

取引に関する会計基準の改正によりリースが資産と負債の双

方に計上される場合、自己資本比率の目安は新基準に合わ

せた修正が必要となる可能性がありますが、実質的な健全性

維持に関する方針は変わりません。

　安定した財務基盤は、事業活動のベースとなるものであり、

引き続き、当社の事業リスクを勘案した必要資本を検討し、

健全性と適切な財務レバレッジのバランスを考慮しつつ、自

己資本の充実を図ります。

自己資本比率推移  

第2次中計期間
（2009～2011）

第3次中計期間
（2012～2014）

第4次中計期間
（2015～2017）

第5次中計期間（2018～2020）

2018年度 2020年度

自己資本比率
（2011年度末） （2014年度末） （2017年度末） （2018年度末） （2020年度末）

50.4% 53.6% 52.5% 50.1% – 

ネットD/Eレシオ推移   
（百万円）

第2次中計期間
（2009～2011）

第3次中計期間
（2012～2014）

第4次中計期間
（2015～2017）

第5次中計期間（2018～2020）

2018年度 2020年度

（2011年度末） （2014年度末） （2017年度末） （2018年度末） （2020年度末）

ネット有利子負債 A 16,991 14,687 17,843 23,725 – 

ネット借入金 B 8,607 2,759 △1,846 115 – 

自己資本 C 39,243 43,904 50,990 49,889 – 

ネットＤ/Ｅレシオ（有利子負債）A/C 43.3% 33.5% 35.0% 47.6% – 

ネットＤ/Ｅレシオ（借入金） B/C 21.9% 6.3% △3.6% 0.2% – 

（注）ネットＤ/Ｅレシオ＝（有利子負債（または借入金）－現預金）÷自己資本

今後も、財務健全性を維持しつつ、財務資本の成長循環を通じた持続的な企業価値の向上を目指します。

ネットD/Eレシオ

下記の表では、ネット有利子負債（借入金）とネットD/Eレシ

オを掲げています。当社グループでは、ホテル事業において

ファイナンス・リースを活用しているため、ホテル事業の拡大

に伴うバランス・シート上のリース債務の増加により、第4次中

期経営計画期間（2015年度～2017年度）以降、有利子負債

は増加していますが、ネットD/Eレシオは直近で50%を下回

る水準です。一方、借入金は減少傾向が続いており、借入金

から現金および預金を控除したネット借入金は、直近では、 

ほぼゼロの水準にあり、健全性を維持しています。
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Menu 4  経営を支える基盤

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

経営成績（単位：百万円）

　売上高 120,095 111,896 110,440 109,260 114,957 120,730 124,857 130,327 133,025 135,563 137,701

　営業利益 1,077 1,763 2,054 2,153 2,623 3,498 4,417 4,899 5,222 5,952 5,709

　経常利益 1,191 1,916 2,132 2,220 2,817 3,761 4,579 5,021 5,205 6,056 5,765

　親会社株主に帰属する当期純利益 △5,597 △468 901 △3,117 1,137 1,663 1,866 2,728 2,377 3,533 2,791

財政状況（単位：百万円）

　総資産 77,721 78,214 80,476 77,872 76,759 79,583 81,916 90,912 94,070 97,138 99,528 

　純資産 43,483 42,816 43,755 39,850 40,741 43,338 44,588 46,634 48,234 51,973 51,125 

1株当たり情報（単位：円）

　1株当たり当期純利益 △147.78 △12.41 23.56 △82.40 29.49 43.14 48.40 70.79 62.18 93.06 73.71

　1株当たり純資産 1,123.62 1,108.75 1,117.83 1,017.55 1,040.71 1,107.98 1,138.48 1,198.16 1,247.30 1,343.02 1,336.77

　1株当たり配当金 10 10 10 10 12 14 16 20 20 26 28

キャッシュ・フロー（単位：百万円）

　営業活動によるキャッシュ・フロー 3,048 4,557 6,504 3,725 6,038 7,377 8,206 8,179 9,212 9,350 8,478

　投資活動によるキャッシュ・フロー △4,790 △783 △4,298 △3,497 △1,964 △5,453 △4,931 △5,081 △5,961 △4,279 △6,121

　財務活動によるキャッシュ・フロー △1,909 △1,022 △2,467 △3,100 △4,480 △2,031 △3,395 △3,366 △2,650 △2,580 △4,591

経営指標（%）

　ROE △12.0 △1.1 2.1 △7.7 2.9 4.0 4.3 6.1 5.1 7.2 5.5

　ROA 1.5 2.5 2.7 2.8 3.6 4.8 5.7 5.8 5.6 6.3 5.9

　自己資本比率 54.6 53.5 53.6 50.4 52.3 53.7 53.6 50.4 50.3 52.5 50.1

財務・非財務ハイライト （2008年度～2018年度）
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企業情報（2018年12月31日現在）

会社情報 大株主の状況

所有者別 
株式分布状況

株価の状況

投資家情報

株主名 持株数（千株） 持株比率（％）

公益財団法人江頭ホスピタリティ 事業振興財団 2,452 6.46

キルロイ興産株式会社 1,774 4.67

株式会社ダスキン 1,400 3.69

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 
（信託口） 1,166 3.07

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 936 2.47

日本生命保険相互会社 803 2.12

株式会社西日本シティ銀行 765 2.02

ハンナン株式会社 692 1.82

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 
（信託口5） 684 1.80

株式会社三越伊勢丹 681 1.79
（注）当社は、自己株式1,601千株を所有しています。上記の持株比率は、自己株式を控除して計算しています。

12
2014

2 4 6 8 10 12
2015

2 4 6 8 10 12
2016

2 4 6 8 10 12
2017

2 4 6 8 10 12
2018

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

グループ会社一覧

ロイヤル 

ホールディングス

株式会社

金融機関・証券会社

21.69%

その他の法人

25.95%

外国法人等

5.49%

個人その他

42.82%

自己株式

4.05%

持分法適用会社
 株式会社ハブ
 ジャルロイヤルケータリング株式会社

ロイヤルマネジメント株式会社

Menu 4  経営を支える基盤

会社名  ロイヤルホールディングス株式会社 
（英文名  ROYAL HOLDINGS Co., Ltd.）

設立  1950年4月

資本金  13,676,179,700円

従業員数  連結 2,686名

本社  〒812-0893 
福岡県福岡市博多区那珂三丁目28番5号

東京本部  〒154-8584 
東京都世田谷区桜新町一丁目34番6号 
URL：https://www.royal-holdings.co.jp

事業内容  グループの経営を統括・管理する純粋持株会社

登録市場  東京証券取引所第一部、福岡証券取引所

証券コード  8179

株式公開日  1978年8月

発行可能株式総数  120,000,000株

発行済株式の総数  39,554,189株

単元株式数  100株

株主数  21,964名

 ロイヤルホスト株式会社
 株式会社テン コーポレーション
 天雅餐飲股份有限公司
 アールアンドケーフードサービス株式会社

外食事業 

 ロイヤル空港高速フードサービス株式会社
 株式会社チャウダーズ
 ロイヤルコントラクトサービス株式会社

コントラクト 

事業 

 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

 アールエヌティーホテルズ株式会社ホテル事業

 ロイヤル株式会社食品事業

株価（円） 

（注）株式会社チャウダーズは、2019年1月1日付でロイヤル空港高速フードサービス株式会社に吸収合併されています。
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