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１）外食・中食産業を含むサービス産業生産性に関する欧米との比較について 

 

① 既存資料における日本のサービス産業生産性（労働生産性）の対米比 

外食・中食産業を含む日本のサービス産業の生産性は欧米と比較して低いという指摘が

ある。例えば、経済産業省「通商白書 2013」から労働生産性水準 1に関する対米比較（米

国=100）結果を見ると、非製造業分野は 53.9%であり約 1/2 となっている。これは、製造

業分野における 69.9%と比べても低い水準である。また、非製造業の主要産業の労働生産

性水準の比較結果を見ると、「飲食・宿泊」分類にて、26.5％と最も低い水準にとどまって

いる。 

 

図表 1-1-1 製造業と非製造業の労働生産性水準の対米比 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

※EU KLEMS2012 年版、EU KLEMS2009 年版、EU KLEMS2008 年版、GGDC データベース、JIP データベ

ース 2012、Bureau of Economic Analysis から作成。 

出典：経済産業省「通商白書 2013」2013 年 6 月 

 

図表 1-1-2 非製造業の主要産業の労働生産性水準の対米比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※EU KLEMS2012 年版、EU KLEMS2008 年版から作成。 

出典：経済産業省「通商白書 2013」2013 年 6 月 

                                                   
1 ここでの労働生産性は、産業全体の付加価値額を購買力平価換算した数値に、産業全体の総労働時間

を除したマン・アワーベースの数値である。その他、生産性を測る代表的な指標としては、資本投入等

も考慮した「全要素生産性（TFP）」もあるが、ひとまずここでは、より事業者の観点から馴染みがある

労働生産性について取り上げる。  

＜製造業＞ ＜非製造業＞ 
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② 日本の外食・中食産業の生産性はそれほど低いのか？ 

①で示したように、外食・中食産業を含むサービス産業の生産性水準の国際比較の結果

をもって、その生産性に低さを指摘するものがある。一方、生産性の計測やその国際比較

には留意点が多いため、データをそのまま鵜呑みにして、日本の外食・中食産業の生産性

の問題を論じるには疑問が残る。実際にサービス業（対個人サービス、対法人サービス）

の生産性の国際比較データを示したレポートには、日本側の数値が低いという結果に反証

を与えるものもある。 

 

図表 1-2-1 産業別の労働生産性（GDP 統計より） 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：三井物産戦略研究所「The World Compass」2008 年 7-8 月号 

 

 図表 1-2-1 を見ると、広義・狭義サービス業とも対米比（米国=1）で 0.9 以上を示して

いる。また、同レポートに掲載されている比較表にて、日本における法人企業統計を用い

てサービス業の細かい内訳まで計算したデータもあり、そこでは飲食をはじめ一部の分野

では対米比で 1 を超えているものもある。 

 

 

 

                                                   
2 この比較表における生産性の計測には、購買力平価説に基づき、日米両国の GDP デフレータを利用

して、1986 年から 2004 年までの間の為替レート実勢値からの乖離率の平均が 0 になるよう調整した値

を活用している。また、ここでの労働生産性はマン・アワーベースではなく、就業者数で除した数値を

用いている点で、①で示したデータとは異なることに注意が必要である。  
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図表 1-2-2 産業別の労働生産性（日本=法人企業統計、米国=GDP 統計より） 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：三井物産戦略研究所「The World Compass」2008 年 7-8 月号 

 

③生産性国際比較の問題点 

 ①のように外食・中食産業を含めた日本のサービス業の労働生産性の低さを示したレポ

ートもあれば、②のように異なる結果が示されたものも存在する。活用する統計数値・デ

ータベースの制限、計算の技術的な問題等が重なり、労働生産性の国際比較自体に困難さ

がある。 

 

(1)計測に係る問題点（誤差が大きい、購買力平価による換算の問題等） 

 まず、国際比較に活用される指標は、主に GDP統計に基づくものである。「通商白書 2013」

においても、基本的には産業連関表を基にして作成されたデータベースに基づいており、

複数の公統計を用いた推計作業により作成されたマクロ統計である。そのため、どうして

も大雑把なものになりがちであるため、ぶれ幅がある前提で数値を見る必要がある。 

 また、生産性の付加価値部分（分子部分）は、一般的には購買力平価（PPP）換算を行

っている。購買力平価換算することで、物価上昇率の差と為替レートの変動の影響を除去

できるが、一方で産業別の購買力平価が必ずしも整備されているわけではない 4。 

 

(2)文化的・産業構造的背景から考えられる要因 

                                                   
3 日本の場合は法人企業統計を用いているため個人企業が省かれており、その解釈には注意が必要であ

る。  
4 1 国のマクロベースの GDP における購買力平価はあるが、「産業別」最新値は 1997 年ベースのもの

しかない。そこから推計しているため、実際にはギャップが大きいとのこと（日本生産性本部ヒアリン

グより）。 
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日本の生産性水準が、計算の結果欧米に比べて低い値を示していることについては、統

計や計測方法に係る問題以外にも、文化的・産業構造的な問題も考えられる。想定される

原因を以下に示す。 

 

1.営業時間の長さ 

グローバルな展開をしている 24 時間営業のファーストフードチェーンを除けば、日本

の外食店の営業時間は、欧米先進国に比べて営業時間が長く、それだけ従業員の労働時間

も長くなっている。例えば、アメリカのチェーン・レストランはおよそ夜 12 時前には閉店

し、12 時を越えて営業している店はほとんどない。またフランスやドイツもおよそ 10 時

間以内の営業時間であり、ドイツのように日曜日はレストラン（ガストシュテッテ）がほ

ぼ閉店であるケースも少なくない。 

例えば、純粋に営業時間を 3 倍にしても、売上が 3 倍等まで伸びるわけではないと思わ

れる。営業時間≒労働時間の長さが生産性水準の差の要因になっている可能性が高い 5。 

 

2.市場性の違い 

ファーストフードやファーストカジュアル等、元々労働生産性が高いと考えられる業態

のマーケットシェアが高い米国に比べると、日本は個店あるいは中小のローカルチェーン

のマーケットシェアが圧倒的に高い。マンパワーが必要な居酒屋、ランチ＆ディナー業態

のマーケットボリュームが大きいこと、経営者にそもそも「生産性」という概念が薄いこ

と（彼らの最大の関心事は生産性ではなく売上・利益、客数、顧客満足度である）が生産

性低下につながっていると考えられる。また、個店や中小のローカルチェーンでは、大手

チェーン店のように業務やノウハウの仕組み化、セントラルキッチンなどの集中合理化な

どの手法が難しい（ある程度規模が無いと、このような取り組み・仕組みはかえって非効

率になる）。 

特に、日本では「おもてなし」や「接遇」を厚くすることが強みと考える人が多い。そ

れは結果として手間（人手、時間）をかけることにつながる。リピーターや常連を生み出

し売上や利益自体に繋がるかもしれないが、投入量で測った生産性の意味ではバランスが

難しいため、その低下につながっている可能性がある。 

 

3.品種品目の多さ 

日本の外食産業の産業特性として、提供している商品の品種・品目数が多いことが挙げ

られる。しかも、そのコストをメニュー価格に転嫁できない厳しい価格競争など、少量多

品種を好む日本の消費者のオーダー・パターンがさらにキッチン・ホールの生産性を下げ

る要因になっている。 

 

                                                   
5 見方を変えれば、日本の場合は、営業時間の長さにより客がサービスを享受できる自由度を高めてい

るとも解釈できる。生産性の高さとは、あくまで時間単位当たりに消費や支出が集中している現象と捉

えれば、小売のようにインターネット販売や自動販売機等、店舗以外にサービスを受ける仕組みがなけ

れば、逆に客側の利便性にはマイナスになっているかもしれない。また、社会的・文化的背景の違いに

より、外食の位置づけ（休日にこそ外食するかどうか等）も異なれば、単純な比較も難しい。  
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4.雇用、労務管理面の違い 

 日本の飲食業と欧米の飲食業では、雇用や労務管理面にて異なる点があり、生産性の比

較が難しい原因になっている。例えば、米国では店舗内の役割分担が明確であり、注文を

取るウェイター／ウェイトレス（またはサーバー）、客をテーブルに誘導するディスパッ

チャー、料理を運んで皿を下げる専門のアシスタント等がいる。これらは、例え手が空い

ている／忙しい状態でも、分担された役割を超えてお互いの仕事を行うことはない。さら

に隠れた要因であるが、キッチンの洗い場、清掃、食材の下処理などの業務は、安価な労

働力である移民や外国人に多く依存しており、人件費が低く抑えられている。一方、日本

においては、大手外食企業 100 社、3 万店舗の外国人労働者の雇用率は 7.7％であり、外

食産業全体では 2.2％にしか過ぎない。（（一社）日本フードサービス協会調べ） 

 また、欧米（特に米国）では、「チップ制」が採用されていることも日本との大きな違

いである。レストラン等では歩合制としてチップがウェイター／ウェイトレスの収入源に

なるのが前提となっており、店側からの賃金自体は低く設定されている。チップ自体は食

事代の約 10～20％が相場と言われており、逆に客側の視点からは、外食時における支払金

額自体が押し上げられている。また、チップ制により「サービス品質」が直接客の支出に

反映されていると捉えることもできる 6。 

 

 以上のようなことを勘案すると、国際的にみて日本の外食・中食産業を含めたサービス

業に対する評価はトップ水準にあるにも関わらず、欧米に比べて「生産性が低い」という

論説は、一面的であると思われる。特に、外食・中食産業はいままで国内市場をターゲッ

トとする典型的な個人消費に支えられた産業であり、他産業のように直接、グローバルな

競争に晒されているわけではない。 

生産性に関する比較データには、いくつものバイアスがかかっており、外食・中食産業

に関する限り欧米と比較すること自体の意味が問われなくてはいけないと考えられる。 

また、サービス産業分野の生産性計測の技術的な問題、統計整備の問題、企業間の異質

性等の問題等から、いわゆるマクロレベル・産業レベルの平均値をもって一概に「サービ

ス産業分野の生産性は低い」と言うことは難しいとする研究成果もある 7。 

 

④外食・中食産業の生産性が抱える真の課題 

 （財）社会経済生産性本部（現：（公財）日本生産性本部）・サービス産業生産性協議

会が 2009 年にまとめた、「同一サービス分野における品質水準の違いに関する日米比較調

査」によれば、外食に関連する３つの分野「コーヒーショップ」、「ハンバーガーショップ」、

「ファミレス」にて日本のサービス品質を 100 とすれば、日本人及び米国人とも日本の品

質の方が米国のそれよりも高いと評価している。 

 

                                                   
6 ただし一方で、チップ制は従業員が積極的に注文を取るモチベーションになると同時に、従業員の不

満や接客態度の低下につながるとの指摘もある。そのため、米国でも日本食レストランを中心に、従業

員の離職率減少やモラル向上のため、チップ制廃止の動きもある。その場合、メニューの価格にチップ

代を上乗せさせて、従業員の賃金水準を上げることで対応している。  
7 森川正之「サービス産業の生産性分析  ミクロデータによる実証」（日本評論社、2014 年）などがある。  
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図表 1-4-1 サービス品質の日米比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：（財）社会経済生産性本部・サービス産業生産性協議会「同一サービス分野における

品質水準の違いに関する日米比較調査」2009 年 3 月 

 

日本の外食産業の品質レベルが、欧米のそれに比べても高い水準にあることは、世界的

なグルメガイド、『ミシュランガイド』の総責任者、ジャン＝リュック・ナレが語ったよう

に「東京は世界の美食の街として群を抜いている」という発言にも現れている。一部のグ

ルメの世界だけではなく、一般的で大衆的な飲食店のレベルの評価にも高いものがあるこ

とは、欧米の様々なメディアや外国人観光客の調査によっても知られている。最近の統計

によれば、世界の日本食レストランの軒数は、わずかここ 2～3 年の間に 55,000 軒から 1.6

倍の 89,000 件にまで拡大しており、日本食に対する評価の高まりを確認することができる。 

ひるがえって、料理・サービスの両面の品質や付加価値で高い評価を得ている日本の外
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食産業の生産性が他産業に比べて低い理由として、90 年のバブル崩壊以降のデフレ経済下

での「サービス単価の下落傾向」に最大の問題があると考えられる。すなわち、提供して

きた商品及びサービスの品質レベルに対して、常に価格下落の圧力が加わり続けてきた問

題である 8。 

事実、この 20 年間日本の外食・中食産業の品質レベルは確実に向上してきたにも関わ

らず、その価値が十分に価格に反映されず、価格はむしろ低下し続けてきた。それは牛丼

戦争に象徴される一連の価格競争、価格破壊とも呼ばれた現象にも現れている。 

アベノミックス以降、一部の賃金上昇に促されて、外食・中食産業にもいくらかの上昇

機運が見られるとはいえ、消費者の意識は依然としてデフレマインドから抜け出てはいな

いのではなかろうか。この価格下落圧力が、結果的に外食・中食産業の生産性の値が低く

抑えられている直接の要因になっていると考えられる。バブル崩壊以降の 20 年間にわたっ

て、外食・中食産業は文字通り、厳しい価格競争の波にさらされてきた。すなわち、外食・

中食産業が当面する課題は、自らの商品とサービスの価値に対して適正な価格をどのよう

に判断するかにかかっていると言える。 

その典型的な事例を、日本を代表するファーストフードチェーンである日本マクドナル

ドとモスバーガーを比較検討することで分析すると次のように考えられる。直近の平成 26

年 12 月末決算では、日本マクドナルド業績は、売上高 2,200 億円、前年対比で 14.6％減、

当期純利益で 218 億円の赤字を計上している。これに対して、モスバーガーのそれは売上

高で 663 億円（FC 店を含めた末端売り上げ 1,500 億円）、当期純利益で 6 億 7,000 万円、

前年対比で既存店の売上高、客数、客単価とも伸びている。 

この 20 年間、マクドナルドは、主力商品のマックバーガーを１個 65 円まで下げたかと

思えば、これを廃止して代わりに高価格商品を投入するといった価格政策を目まぐるしく

変更してきた。しかしながら、客数は伸び悩み、業績の悪化を食い止めることができず、

結果的に、中国工場での鶏肉問題や異物混入問題が加わり、自らのブランドを大きく傷つ

ける結果を招いている。 

これに対し、モスバーガーは自らの価格をいっさい変更せず、ブランド価値を維持する

ために、例えば国内の 3,000 軒の農家と直接契約し、トマト・レタス・玉ネギ・サニーレ

タスなど野菜の大半にて国内調達ルートを開拓し、次々と新商品を開発、自らのブランド

をブラッシュアップする地道な努力をトップ自ら重ねてきた。この 20 年間の外食産業の価

格競争とは厳しく一線を画して「価値＝価格」を実現してきた。 

この両者の対比は、デフレ経済下にて自らの商品やブランド価値に対する企業経営者の

認識が問われた事例といえる。 

 

                                                   
8 デフレ経済下では、例え企業が生産性向上に取り組んでも、その成果は全て価格下落に吸収されてし

まい、生産性の数値自体にも反映されない（企業の売上、付加価値額等につながらない）。また、日本総

研  調査部ﾁｰﾌｴｺﾉﾐｽﾄ 山田  久「日本のサービス産業の生産性は本当に低いのか」（2015 年 8 月 6 日）で

は、製造業とは異なりサービス業では、価格引き下げで需要量が増えるわけではないことが、価格弾力

性の推計により示唆されている。同レポートによっても、「日本のサービス産業の生産性が海外に比べて

低いといった言説には十分な根拠がなく、実際の生産性上昇率も現行統計対比で高い公算が大きい」と

しており、「真の問題は『品質対比過小な値付け』にある」としている。 
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２）日本の外食産業の生産性に関する実態調査報告 

 

①外食上場大手企業と中小成長企業との比較検証データ 

(1)既存資料から見る国内外食産業の生産性 

 ここでは、日本国内における外食産業の生産性水準の位置づけについて、既存資料から

整理・確認する。全産業と比較すれば、「飲食サービス業」にて従業員あたりの付加価値額

が 1/2 程度となっており、国際比較に関わらず国内比較でも生産性水準は相対的に低い。 

 

図表 2-1-1 産業別労働生産性（従業員あたりの付加価値額（万円／年）） 9 

 

 

 

 

 

※平成 24 年度法人企業統計調査より 

出典：農林水産省「外食･中食産業における活性化・生産性向上について」2014 年 11 月 

 

一方、外食産業は家族経営等の個人経営、個店も多いことから規模拡大における合理

化・効率化が図れないことが指摘される。実際に大手企業と中小企業の生産性を比較した

資料によると、人時生産性が「飲食店・宿泊業」分類で数百円程度の差が出ている。しか

し、決して他産業に比べて特別に大手企業と中小企業の差が大きいわけではない。 

 

図表 2-1-2 大手企業・中小企業の労働生産性水準（労働時間あたり付加価値額） 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※企業活動基本調査及び毎月勤労統計調査を再編加工。また、2005 年度における数値である。 

出典：中小企業庁「中小企業白書 2008 年版」2008 年 5 月 

                                                   
9 法人企業統計を用いているため営利法人のみが対象となっていることに注意が必要である。  
10 企業活動基本調査の対象は、従業員 50 人以上かつ資本金又は出資金 3,000 万円以上の会社であり、

比較的小規模な企業や個人事業主が含まれていないことに注意が必要である。  
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 同じく、中小企業全体と法人企業との差に焦点を当てると、やはり「飲食店・宿泊業」

分類における人時生産性にて、法人企業の方が数百円高くなっている。 

 

図表 2-1-3 中小企業における労働生産性水準（労働時間あたり付加価値額） 11 

 

 

 

 

 

 

 

※中小企業実態基本調査及び毎月勤労統計調査を再編加工 

※2005 年度における数値 

出典：中小企業庁「中小企業白書 2008 年版」2008 年 5 月 

 

 ここで、統計調査結果等による集計された数値からの推計ではなく、実際の企業のデー

タから個別企業の生産性（月間労働生産性、人時売上高、人時生産性）を推計する。 

 以下のように、大手企業は外食産業分野の上場企業で経常利益額ベスト 10 から、中小企

業は現在ローカルを中心に成長しつつある企業 10 社を選定した。なお、大手企業は有価証

券報告書における損益計算書等を用いて推計し、中小企業は経営者へのインタビュー調査

等を通して得られた情報をもって推計を行った。 

 

図表 2-1-4 生産性推計に選択した大手企業・中小企業 

 企業名 本社 主な業態等 

大手企業 
 
※ 上 場 企
業、経常利

益 額 ベ ス
ト 10 

①㈱ﾄﾞﾄｰﾙ日ﾚｽﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 東京都 ｶﾌｪ、各種ﾚｽﾄﾗﾝ、ﾍﾞｰｶﾘｰｼｮｯﾌﾟ、洋菓子 
②㈱ｻﾝﾏﾙｸﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 岡山県 ｶﾌｪ、ﾍﾞｰｶﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ、各種ﾚｽﾄﾗﾝ、回転すし 
③㈱王将ﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ 京都府 中華ﾚｽﾄﾗﾝ 
④㈱ｻｲｾﾞﾘﾔ 埼玉県 ｲﾀﾘｱﾝﾚｽﾄﾗﾝ 
⑤㈱くらｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 大阪府 回転すし 
⑥ﾛｲﾔﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 福岡県 ﾚｽﾄﾗﾝ、天丼、ﾋﾟｻﾞなど 
⑦㈱壱番屋 愛知県 ｶﾚｰ 
⑧㈱ｸﾘｴｲﾄﾚｽﾄﾗﾝﾂﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 東京都 各種ﾚｽﾄﾗﾝ、居酒屋、ﾗｰﾒﾝ･ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ 
⑨㈱ﾊｲﾃﾞｨ日高屋 埼玉県 中華ﾚｽﾄﾗﾝ 
⑩㈱吉野家ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 東京都 牛丼、うどん、すし、ﾚｽﾄﾗﾝ等 

中小企業 
 
※ ロ ー カ

ル中心、成
長中企業 

①A 社 埼玉県 ﾗｰﾒﾝ 
②B 社 東京都 居酒屋 
③C 社 東京都 居酒屋 
④D 社 東京都 居酒屋 
⑤E 社 千葉県 ｲﾀﾘｱﾝﾚｽﾄﾗﾝ 
⑥F 社 千葉県 居酒屋 
⑦G 社 東京都 鉄板焼、焼き肉 
⑧H 社 東京都 ﾚｽﾄﾗﾝ、居酒屋 
⑨I 社 大阪府 居酒屋、ｲﾀﾘｱﾝなど 
⑩J 社 東京都 丼もの 

                                                   
11 中小企業実態基本調査は、企業活動基本調査が対象としていない小規模企業や個人事業主も調査対象

としており、その数値が反映されている。  
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 まずは大手企業であるが、生産性の推計に用いた各種経営指標は以下のとおりである。 

 

図表 2-1-5-1-1 大手企業の各種経営指標 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注１）基本的に有価証券報告書の「単独決算」の数値を活用した。ただし、単独であると本部機能等がメイン

になると思われる企業は「連結決算」の数値を用いた。 

（注２）基本的に有価証券報告書に掲載されている数値は、P／A（パート／アルバイト）を 1 日 8 時間換算した

期中平均人員である。 

 

なお、売上構成比率のなかで「フランチャイズ（FC）向売上高」が非常に大きく、直営店売上比

率が小さいケースがある。そのような企業は、FC向ビジネスの業績が大きく生産性の数値に反映

されてしまうため、有価証券報告書から売上全体（ただし連結決算）のうち直営店売上の比率を

求め、売上高・経常利益・売上総利益・売上原価にその比率を乗じた数値を推計に利用した 13。 

 

図表 2-1-5-1-2 経営指標の修正（※） 

 

 

 

※図表 2-1-5-1-1における(株)壱番屋の指標に売上全体における直営店売上比率 35％（0.35）を乗じた。 

 

図表 2-1-5-1-1、2-1-5-1-2より、各大手企業の生産性（月間労働生産性、人時売上高、人時生

                                                   
12 2015 年 9 月時点公表の最新の各社有価証券報告書における単独決算または連結決算の損益計算書等を用いた。 
13 ここではあくまで FC 向売上高が非常に高く、全売上高の 6 割強を占める㈱壱番屋のみ修正を行った。 

企業名
使用した決算

連結／単独

（注１）

売上高
（百万円）

経常利益額
（百万円）

売上総利益
（百万円）

売上原価
（百万円）

従業員数
上段：正社員

下段：P／A（注2）

120,020 10,085 72,006 48,013 2,548

構成比（100.0） (8.4) (60.0) (40.0) 6,533

60,831 7,568 47,475 13,356 620

（100.0） (12.4) (78.0) (22.0) 6,345

76,222 7,249 53,132 23,089 2,007

（100.0） (9.5) (69.7) (30.3) 6,434

105,049 4,092 66,453 38,596 2,255

（100.0） (3.9) (63.3) (36.7) 7,970

95,636 5,135 51,757 43,878 1,070

（100.0） (5.4) (54.1) (45.9) 9,951

122,152 4,579 82,455 39,697 2,437

（100.0） (3.7) (67.5) (32.5) 9,910

42,750 4,750 19,750 22,999 683

（100.0） (11.1) (46.2) (53.8) 1,090

69,310 4,384 49,940 19,370 2,259

（100.0） (6.3) (72.1) (27.9) 4,976

34,424 4,019 25,029 9,546 672

（100.0） (11.7) (72.7) (27.7) 2,827

180,032 3,993 112,491 67,540 3,346

（100.0） (2.2) (62.5) (37.5) 15,432
⑩㈱吉野家ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 連結

⑦㈱壱番屋 単独

⑧㈱ｸﾘｴｲﾄﾚｽﾄﾗﾝﾂﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 連結

⑨㈱ﾊｲﾃﾞｨ日高屋 単独

④㈱ｻｲｾﾞﾘﾔ 単独

⑤㈱くらｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 単独

⑥ﾛｲﾔﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 連結

①㈱ﾄﾞﾄｰﾙ日ﾚｽﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 連結

②㈱ｻﾝﾏﾙｸﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 連結

③㈱王将ﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ 単独

企業名
使用した決算

連結／単独

売上高
（百万円）

経常利益額
（百万円）

売上総利益
（百万円）

売上原価
（百万円）

14,963 1,663 6,913 8,050

（100.0） (11.1) (46.2) (53.8)
⑦㈱壱番屋 単独



11 
 

産性）を推計すると次の表のようになる。 

 

図表 2-1-5-1-3 大手企業の生産性推計結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注 1）正社員は 1日 8時間として月 200時間、P/Aは月平均 150時間で計算。 

（注 2）売上総利益÷12カ月÷従業員数（正社員＋P/A）で算出 

（注 3）売上高÷12ヵ月÷従業員の月間総労働時間で算出。 

（注 4）売上総利益÷12ヵ月÷従業員の月間総労働時間で算出。 

 

続いて、中小企業の生産性を推計するために、インタビュー調査等を通じて得られた経営指標

を整理すると次の表のようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業名
売上総利益

÷12

売上高

÷12

従業員数（人）

（正社員＋P/A）

従業員の月間

総労働時間

（注１）

月間労働生産
性（円）（注2）

人時売上高
（円）（注3）

人時生産性
（円）（注4）

6,001 10,002 9,081 1,489,550 660,775 6,715 4,028

3,956 5,069 6,965 1,075,750 568,019 4,712 3,678

4,428 6,352 8,441 1,366,500 524,543 4,648 3,240

5,538 8,754 10,225 1,646,500 541,589 5,317 3,363

4,313 7,970 11,021 1,706,650 391,351 4,670 2,527

6,871 10,179 12,347 1,973,900 556,512 5,157 3,481

576 1,247 1,773 300,100 324,897 4,155 1,919

4,162 5,776 7,235 1,198,200 575,211 4,820 3,473

2,086 2,869 3,499 558,450 596,091 5,137 3,735

9,374 15,003 18,778 2,984,000 499,215 5,028 3,142

平均値 523,820 5,036 3,259

①㈱ﾄﾞﾄｰﾙ日ﾚｽﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

②㈱ｻﾝﾏﾙｸﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

③㈱王将ﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ

④㈱ｻｲｾﾞﾘﾔ

⑤㈱くらｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

⑥ﾛｲﾔﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱

⑦㈱壱番屋

⑧㈱ｸﾘｴｲﾄﾚｽﾄﾗﾝﾂﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

⑨㈱ﾊｲﾃﾞｨ日高屋

⑩㈱吉野家ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
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図表 2-1-5-2-1 中小企業の各種経営指標 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注 1）ここでの P／Aはインタビュー等から得られた 8時間換算前の数値である。 

 

図表 2-1-5-2-1 より、各中小企業の生産性（月間労働生産性、人時売上高、人時生産性）を推計

すると次の表のようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
14 インタビュー調査及び㈲フードビジネス企画開発室調査結果から確認できた数値等を用いている。 

企業名
売上高
（千円）

経常利益額
（千円）

売上総利益
（千円）

売上原価
（千円）

580,000 117,740 388,600 191,400 19

構成比（100.0） (20.3) (67.0) (33.0) 60

600,000 120,000 420,000 180,000 5 本部

（100.0） (20.0) (70.0) (30.0) 72 直営

1,100,000 132,000 737,000 363,000 47

（100.0） (12.0) (67.0) (33.0) 115

900,000 45,000 603,000 297,000 40

（100.0） (5.0) (67.0) (33.0) 60

580,000 14,500 406,000 174,000 30

（100.0） (2.5) (70.0) (30.0) 60
契約社

員含む

3,400,000 170,000 2,380,000 1,020,000 100

（100.0） (5.0) (70.0) (30.0) 300

2,500,000 500,000 1,675,000 825,000 68

（100.0） (20.0) (67.0) (33.0) 120

470,000 28,200 329,000 141,000 20

（100.0） (6.0) (70.0) (30.0) 35

5,500,000 275,000 4,015,000 1,485,000 200

（100.0） (5.0) (73.0) (27.0) 500

4,300,000 838,500 2,752,000 1,548,000 150

（100.0） (19.5) (64.0) (36.0) 500

⑤E社

従業員数
上段：正社員

下段：P／A（注1）

①A社

②B社

③C社

④D社

⑥F社

⑦G社

⑧H社

⑨I社

⑩J社
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図表 2-1-5-2-2 中小企業の生産性推計結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注 1）ここでの P／Aは 8時間換算後の数値を用いている。 

（注 2）基本として正社員は 1日 8時間として月 200時間、P/Aは月平均 150時間で計算。 

（注 3）H社は月平均労働時間が正社員 250時間、P/A50時間との回答を得たため、その数値を活用している。 

（注 4）J社の P/A月間労働平均時間は見直しによって現在では 125時間となっている。その数値を活用している。 

（注 5）売上総利益÷12カ月÷従業員数（正社員＋P/A）で算出 

（注 6）売上高÷12ヵ月÷従業員の月間総労働時間で算出。 

（注 7）売上総利益÷12ヵ月÷従業員の月間総労働時間で算出。 

 

 

 

 

 

企業名
売上総利益

÷12

売上高

÷12

8時間換
算P/A

従業員数（人）

（正社員＋P/A）

（注1）

従業員の月間

総労働時間

（注2）

月間労働生産
性（円）（注5）

人時売上高
（円）（注6）

人時生産性
（円）（注7）

32,383 48,333 64 12,800 505,990 3,776 2,530

45

35,000 50,000 59 11,725 597,015 4,264 2,985

54

61,417 91,667 133 26,650 460,913 3,440 2,305

86

50,250 75,000 85 17,000 591,176 4,412 2,956

45

33,833 48,333 75 15,000 451,111 3,222 2,256

45

198,333 283,333 325 65,000 610,256 4,359 3,051

225

139,583 208,333 158 31,600 883,439 6,593 4,417

90

27,417 39,167 46 6,750 592,793 5,802 4,062

26 （注3）

334,583 458,333 575 115,000 581,884 3,986 2,909

375

229,333 358,333 525 92,500 436,825 3,874 2,479

375 （注4）

平均値 571,140 4,373 2,995

⑥F社

⑦G社

⑧H社

⑨I社

⑩J社

①A社

②B社

③C社

④D社

⑤E社
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(2)インタビュー調査を通して見える「生産性」に関する外食中小成長企業経営者の意識 15 

 以下、「図表 2-1-4 生産性推計に選択した大手企業・中小企業」にて対象としたローカル中心、

かつ急成長を遂げている中小企業経営者へのインタビュー調査結果の概要を示す。 

 

1.調査の目的 

 主な目的は、外食産業をめぐる厳しい経営環境（「少子高齢化」、「個人消費の低迷」など）にあ

って、毎年、確実に成長しながら利益を上げている中小外食企業 10 社に焦点を当て、「成長・雇

用・生産性」について企業経営者がどのような認識を持っているかを明らかにすることである。 

ここで中小外食企業を調査対象に選択した理由としては、豊富な経営リソースによって海外投

資や出店など新しい市場を求める選択肢を有する大手外食企業や、景気にあまり左右されない生

業店とは異なり、外食産業の置かれているリアルな問題は、まさしく中小企業に端的に表れると

考えたためである。とりわけ、日本の外食産業が突きつけられている最大の問題とは、「雇用と人

手不足」の問題である。サービス産業の中にあって、医療や福祉と並んで外食産業は最も厳しい

人手不足に見舞われている業種のひとつである。この深刻な人手不足は、外食企業の経営者に、

いやがうえにも従業員の「労働生産性向上」方策について真剣な検討を迫っていると考えられる。 

 

2.10 社の中小外食企業を選んだ理由 

 今回の調査は、「成長、雇用、生産性」の 3点に焦点を当て、企業経営者として代表取締役にそ

の考え方を探るべく取材を試みた。中小企業として、現在は売上規模 3 億円程度でまだスタート

地点に立っている企業から、売上規模 50億円を超え、株式上場を目前にしている企業まで取り上

げている。しかし、いずれも成長と利益をキープしている優良企業でありベンチマークとして捉

えるのは相応しいと考える。 

 

3.中小成長企業の典型パターン 

 

 

 

 

 

 

【生産性と付加価値についての考え方】 

(ア)多品目を提供しているテーブルレストランに比べ、格段に効率がよいと認識している。 

(イ)メニューのオリジナリティに自信を持つ。 

(ウ)経営者の生産性に対する考え方が極めて明確である。高い生産性をキープすることこそ、社

員やパート・アルバイトに世間並みの給与（店長クラスで平均 584 万円、一般社員で平均

380 万円）を支払うことができ、それが従業員の最大のモチベーションであると考えている。 

(エ)実績値で人時売上高が 5,000 円台、人時生産性が 3,500 円台 16と、図表 2-1-5-2-2 内で計

                                                   
15 本インタビュー調査は、㈲フードビジネス企画開発室による協力のもと実施された。 
16 A 社は、人時売上高や人時生産性を社内の管理指標として活用している。この数値は実際の週報等における上

① A 社 
＜人時生産性を軸に徹底的に無駄を省き、高い生産性と利益を達成した高効率型経営＞ 
 

ラーメン専門店を 10 店舗展開。徹底したコスト削減で、月間労働生産性 80 万円、人時売

上 5,000 円、人時生産性 3,500 円を達成。 
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算した平均値と比べて高い生産性を示す一方、20％台の高い営業利益率を上げている。その

背景として月間坪当たり売上 50 万円、中には売上 90万円を超える店舗もある。 

(オ)高い生産性を確保への努力として、家賃比率は 3.9％と外食産業の平均レベルの 1/3の水準

であり、厨房機器についてはリサイクル品を利用して初期投資を抑制している。 

(カ)麺やスープの製造を仕様書発注の形で外部業者にアウトソースして、現場スタッフは調理、

接客に集中させることによって現場での高い生産性を実現している。 

 

 

 

 

 

 

【生産性と付加価値についての考え方】 

(ア) 標準店の店舗規模は 10 数坪の小規模店で、客単価はドリンク＋フードで 1,500～700 円の

居酒屋市場のボトムゾーンを狙っている。直営店売上及び FC 店からの月 12 万円のロイヤ

リティ収入を含め、本部売上は 6億円である。 

(イ) 入社した社員が将来、独立開業することを主たるモチベーションにしている。現行の店舗

規模は個人店主が中心になって運営できる標準化されたビジネスモデルになっている。し

たがって、店長の月間給与は固定され、賞与はなし。 

(ウ) 営業時間は 7時間で、営業時間内の従業員数は 4～5名である。人時売上高で 4,200円、人

時生産性で 3,000 円であるが、営業開始時間前に 2～3名の仕込みスタッフが必要で、12時

に店に入り 14～15時までの作業分、労働時間が長くなっている。 

(エ) 店舗数が 100店に達したら、仕込み作業はセントラルキッチンで行うことを想定している。

人時売上は 5,000 円台となり、生産性は大きく改善される。将来的に 1,000 店舗展開も希

望しているが、それでも限定された地域に展開しナショナルチェーンを目指さない。 

 

 

 

 

 

【生産性と付加価値についての考え方】 

(ア)コスト削減や合理化よりも、売上や付加価値の創造を重視している。そのため、経営上最

も大切な数値は、売上と利益である。 

(イ)人材については、個々の店長以下スタッフのモチベーションを最大限発揮するため、思い

切った現場への権限移譲を進めている。また、経営は現場に売上やコスト、労働生産性に

ついての数値責任はいっさい負わせない（口出しもしない）。 

(ウ)店長が数値管理の負担を背負うと、自分たちの主体的なモチベーションを失い、顧客満足

への努力にも悪影響がある。そうした負担は経営本部が負うべきだと考える。 

                                                                                                                                                               
位の数値であり、図表 2-1-5-2-2 で示した推計値ではない。 

 ②B 社 
＜小規模店で将来 1,000 店、400 億円を目指す標準化型ビジネスモデル＞ 
 

10 数坪の小規模店、客単価約 1,500 円の低価格大衆酒場のビジネスモデルを標準化。将来

1,000 店舗、400 億円を目指す。 

③C 社 
＜売上・利益・再投資重視の典型的なマンパワー型経営＞ 
 

売上高で 11 億円、限定エリアに焼き鳥など多業態展開のドミナント戦略を導入。      
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(エ)人材採用、教育などは定期的な外部講師によるゼミナーや自主的な勉強会があるほか、繁

盛店視察あるいはコミュニケーションエナジーなどの外部研修にも力を入れている。 

(オ)売上と利益の重視は、積極的な新業態開発や付加価値創造への投資が必要だからである。

限定エリアへの多業態展開のドミナント戦略導入は、現場にマンパワーを集中し、新しい

付加価値創造に挑戦するためである。 

(カ)売上・利益・付加価値に重点を置くため、仲間意識やチームワークを重視している。労働

生産性については経営者の関心はそれほど高くない。 

 

 

 

 

 

 

【生産性と付加価値についての考え方】 

(ア)労働生産性として、「従業員 1人当たり 1日 5万円の売上」が暗黙の了解になっている。こ

のラインをどうクリアするかが従業員全員の課題として認識が共有されている。1人 1日 5

万円を人時売上に換算すれば、5,000 円をクリアしている。 

(イ)あくまで個人商店という認識を持つ。チェーン展開の可能性を秘めている店もあるが、マ

ニュアル化されたシステム構築をしようとは思っていない。 

(ウ)全店ベースの平均客単価は 4,000 円台で通常の居酒屋チェーンよりもアッパーである。し

かし、高級専門店の価格帯でもない。接客・料理・雰囲気の点で「4,000円では安い」と思

わせる付加価値＝価値訴求力が強みである。ここで規模を拡大すれば、4,000 円の客単価が

とれる料理や接客の質が維持できなくなると考えている。 

(エ)一定の労働生産性を維持し、かつ付加価値で勝負している。そのため、従業員ひとりひと

りの能力をいかに高めるかの人材育成がポイントで、経営者と従業員とのコミュニケーシ

ョンが非常に大切になる。新規採用状況は厳しいからこそ、現在の戦力を最大限、活用し

ていかなければならない。 

(オ)「人材育成」と「店の業績・売上・付加価値」のバランスを取る。ここで多店舗化を推進

すれば、バランスが崩れてしまうと考える。 

(カ)コスト抑制の面では、都心の一等地でありながら家賃を抑えることができている（家賃比

率は数%しかない）。 

 

 

 

 

 

 

【生産性と付加価値についての考え方】 

(ア) メニュー価格が全店舗ほぼ同一にもかかわらず、店舗によって客単価 5,000円台～1,000円

④D 社 
＜労働生産性（従業員 1 人当たり 1 日の売上高）については 5 万円が共通の指標である＞ 
 

居酒屋・串焼きを東京都内一等地に展開。海外でも紹介・評価されて、外国人客が 8 割を

占めるインバウンド消費の先取り店となっている。                                          

⑤E 社 
＜出店立地のミスマッチで利益、生産性ともに大きな課題を抱えている＞ 
 

料理スタッフやマネージャーなど 5 割近い正社員を抱え、イタリアンの業態で約 10 店舗を

展開。客層と来店動機のミスマッチで、想定客単価 5,000 円に到達しない店舗も出ている。               
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台と開きがある。かつ、客単価の低い店舗の家賃比率は高く、大きな負担になっている（商

業施設であるため）。 

(イ) 客単価が低い店舗では、ショッピング客が主流で一品料理のオーダーにとどまりドリンク

のオーダー率が低いのではと考えられる。狙う客単価 5,000 円レベルは、料理とドリンク

の組み合わせによって達成できる。しかし、立地条件＝来店動機のミスマッチがある。 

(ウ) 接客や料理のレベルを維持するためにスタッフの 5 割近くが正社員である。そのため、実

際に本調査で推計した労働生産性の水準は、他の調査対象中小企業に比べて低い。 

(エ) 利益を高めるため業態転換も視野に入れる。 

(オ) 想定する客単価は夜間にドリンク類の売上が見込めない立地条件でないと難しいと判断し、

今後の出店については、業態と出店立地、来店動機等を引き続き検討中。 

 

 

 

 

 

 

【生産性と付加価値についての考え方】 

(ア) 正社員の給与体系は、職務ごとに 10数段階の年俸額を設定した職務給がベースとなる。こ

れに成果給が加味され半期ごとの賞与が支給される。320万円～500万円に更に成果給がプ

ラスされることになるが、この水準の年俸に成果給を加味して支払うためには、労働生産

性は決定的に重要であると考えている。 

(イ) 現状から更に人時売上で 5,000円、人時生産性で 4,000円台を目標としている。 

(ウ) 労働生産性向上については社員の給与の問題だけではない。最近の深刻な人手不足の問題

がある。パート・アルバイトの採用に際して、時給ベースで 2 割アップの水準でなければ

人が集まらなくなってきている。この上昇分吸収のためには、既存店の売上アップだけで

はなく、作業効率の面でも見直しが必要である。 

(エ) 従業員独立制度を導入しており、すでに独立開業を果たした社員がいる。独立を希望する

従業員には必要とされる内容を段階的に教育していく。従業員のモチベーションは非常に

高く、一人で複数の仕事を積極的にこなしていく。独立開業への希望が生産性向上に寄与

している。 

 

 

 

 

 

 

【生産性と付加価値についての考え方】 

(ア)客単価 1万円をクリアする高付加価値型レストランとして、都内に約 10店舗を展開し、年

間売上高で 25億円を達成。1店舗平均売上で 2億 2,700万円の実績を出す。 

⑥F 社 
＜東京都心及び郊外を中心に 4 業態、25 店舗を展開、年商 34 億円を達成する成長企業＞ 
 

全国からの産地直送の食材を活用した 2,500～3,500 円の客単価の居酒屋をはじめとした 4
業態、25 店舗を出店。売上が急成長を遂げた注目の企業。 

⑦G 社 
＜客単価 1 万円、利益率で 20％、人時売上で 6,500 円を達成＞ 
 

客単価 1 万円を超えるオーセンティックレストランを都内に展開、月間労働生産性（月間粗

利益高に対する従業員一人当たりの貢献度）が 80 万円を超える。 
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(イ)焼肉・鉄板焼きといった省力型の業態で、1万円以上の客単価を実現した。 

(ウ)収支構造を見ると、経常利益率が 20％と高い収益率を達成しており、一般社員の平均給与

も高く、店長クラスになると 600万円を超えている。 

(エ)人材育成の面で特に力を入れているのが接客サービス部門で、教育コンサルティングが考

案・導入した、10 カテゴリーに分類された 300 弱の項目にわたる評価基準を用いている。

他にも「職務評価表」を導入し、細かいオペレーション技術の優劣の評価表も合わせて、

月ごとに評価していく。給与は基本給のほかに年 2 回の賞与については、評価制を導入、

賞与の額は半期の営業利益の 15％～20％に設定されている。 

(オ)単一業態であるから、店舗ごとに収支の構造が見えやすく、業績のアップダウンは一目瞭

然であるから、従業員の売上貢献度や生産性も明確に評価できる。 

  

 

 

 

 

 

【生産性と付加価値についての考え方】 

(ア) 小規模店かつ高い客単価のために、商品力や接客サービスも高い水準としている。その水

準を維持するため正社員の比率が 4割近くになっている 

(イ) 1 店舗平均 3 名の正社員を配し、パート・アルバイトの月平均稼働時間は 50 時間と、正社

員を中心に、高い技量を有する少数精鋭で店舗が運営されている。 

(ウ) 小規模店を少数精鋭で回すことによって、高い労働生産性を達成している。 

(エ) 月間 1,500万円を売る繁盛店もある。 

(オ) アメリカでの展開を計画している（すでに数店出店）。 

(カ) 今後は調理工程がシンプルかつ少数で運営でき、高い生産性がキープできる業態を中心に

展開予定である。 

 

 

 

 

 

【生産性と付加価値についての考え方】 

(ア)この 10年間に創業から爆発的な急成長を遂げた。 

(イ)最も重要視しているのは従業員に高い給料を支払える企業であること。 

(ウ)例えば店長クラスで 560万円、料理長で 600万円、各店に配属されている 32歳平均女将ク

ラスで 500万円である。従業員のモチベーションは非常に高い。 

(エ)人件費率は 30％で、社員に満足のいく給与を支払うのに必要な売上と付加価値こそが最も

大切な経営上の数値と考える。同社の展開する価格にふさわしい接客や料理の品質水準を

維持していくために、なによりも従業員のモチベーションやモラルこそが会社の財産であ

⑧H 社  
＜和食の多業態展開を図り、20 坪～30 坪の小規模店、少数精鋭で高い生産性を実現＞ 
 

創作和食をはじめとして都内に 6 店舗、客単価で 5,000 円以上を実現。20～30 坪の小規模

店ながら年商で 4 億 7,000 万円、月坪売上 30 万円を達成。                        

⑨I 社 
＜客単価高めのアッパー・カジュアルで急成長、約 10 年前に創業したが年商で 50 億円以上を

達成＞ 
 

割烹と居酒屋の中間業態で急成長。   
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る。生産性はこの価値を維持していく範囲内で位置づけられている。 

(オ)生産性や利益率が高ければ成長するのではなく、飲食業は人材がすべてであり、人間力な

くして会社の成長はないと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

【生産性と付加価値についての考え方】 

(ア)都内ローカルで支持を得ていた商品をもって全国に本格展開し始めた。商品のオリジナリ

ティは広く評価されてきた。価格帯は競合とは一線を画する。 

(イ)全国展開に向けた改革として、生産性に関しては、社員およびアルバイトスタッフを含め

年間休日を増やし、さらに無駄な作業を徹底的に見直し、月間労働時間を削減する。時間

当たりの生産性を向上させたいとしている。 

(ウ)この数年間、上質なチョイスグレードを提供する専門店を数店出し大繁盛店となっている。

既存の業態店と併行してチェーン化を図っていく。小規模店でファーストフードよりも高

い付加価値を狙うことによって、従業員一人当たりの生産性も向上させたいとしている。 

 

②外食上場大手企業と中小成長企業の生産性に関する実態分析 

 ①で推計した大手企業（高い経常利益の企業）及び中小企業（ローカル中心で急成長中の企業）

の生産性を比較する。平均値レベルで見れば、大手企業の方が人時売上高で 660 円程度、人時生

産性で 260 円程度高い結果となっている。ただし、月間労働生産性については大手企業側におけ

る間接部門等の大きさ等を反映してか、中小企業の方が 47,000円程度高くなっている。人時売上

高や人時生産性を見れば、「図表 2-1-2 大手企業・中小企業における労働生産性水準」で見られ

る大手企業と中小企業の差異とそれほど変わらないと思われる。ただし、個々で見れば、人時売

上高や人時生産性にて大手企業の同レベルの数値を出している中小企業も存在する。 

 

図表 2-2-1 大手企業・中小企業の生産性推計の結果比較 

 

 

 

 

 
※月間労働生産性：年間売上総利益÷12カ月÷従業員数（正社員＋P/A） 
※人時売上高：年間売上高÷12ヵ月÷従業員の月間総労働時間（正社員は月 200時間、P/Aは月 150時間で計算。） 
※人時生産性：年間売上総利益÷12ヵ月÷従業員の月間総労働時間 

 

また、以下のような点から推計結果の解釈には注意が必要である。 

 

⑩J 社 
＜チェーン展開にて、この 10 年間で首都圏をはじめに関西から東北にかけて出店。年商で 43

億円と急成長＞ 
 

看板商品の商品力で支持を得てきた。和食系で単品ものであるが、価格帯は 600 円台で競合

とは一線を画している。 
                             

（単位：円）

月間労働生産性 人時売上高 人時生産性

A.大手企業 523,820 5,036 3,259

B.中小企業 571,140 4,373 2,995

A-B -47,320 663 264
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(ア) 大手企業はあくまで有価証券報告書の損益計算書等の数値を用いて生産性の数値を推計

している。基本的に単独決算を用いているが、単独の場合は本部機能がメインになると思

われる企業は連結決算を用いている。しかしながら、大手企業は間接部門のほか、セント

ラルキッチンとして製造部門等を持ち、企業によっては複数ブランド・業態・事業会社を

抱えているケースが多い。そのため、有価証券報告書から生産性を推計しても、実際の店

舗ベース、ブランドや業態単位の生産性の数値とは異なることに注意が必要である。 

(イ) 中小企業においては、インタビューで確認できた年間売上高、原価率、従業員数等から生

産性にかかる数値を計算している。やはり、店舗ごとに計算された生産性ではないことに

注意が必要である。インタビューによると、店舗レベルで見れば、ここで推計した数値よ

り大きな生産性を出している企業も存在する。 

(ウ) 大手企業、中小企業とも「マン・アワー」を計算するために、基本として「正社員 200時

間/月、P/A150時間/月」を条件として使っている（インタビューで正確に把握できたケー

スは除く）。そのため、実質的な数値と乖離している可能性がある。 

 

③外食産業の労働生産性にて目標とすべき水準案 

(1)目標値（理論値）の推計 

 ①～②にて、日本の外食産業の生産性水準の位置づけ、大手企業・中小企業の生産性の推計、

中小企業の経営者による生産性への考え方・取り組みを取り上げた。しかしながら、このような

実態調査からは実際に各事業者が自ら目標にすべき、または生産性の高低の判断軸となる水準が

なかなか見えてこない。 

実態調査と合わせて、いわゆる「目標値や理論値」の水準が見えてこなくては、事業者が自ら

の経営を生産性水準の視点から評価することができない。例えば、生産性が低いならばどれだけ

上げなくてはいけないのか目標に落とし込むことは難しい。そもそも事業者が生産性向上に取り

掛かる／促すことも難しい。 

 そこで、ここでは外食産業の生産性を見るうえで目標値（理論値）の設定を試みる。法定労働

時間を前提としたあるべき人件費から、それに対する必要な人時生産性と人時売上高を試算する。

その前提条件は以下のとおりである。 

 

＜前提条件＞ 

 

 

 

 

 

 上記の前提条件から、人時生産性と人時売上高の理論値は次のように計算される 17。 

 

 

 

                                                   
17 あくまで前提条件に基づく試算である。 

・年間休業日を 100 日間とすると、年間稼働日数は 265 日。 
・1 日当たりの労働時間を 8 時間（法定労働時間）とすれば、年間労働時間は 2,120 時間。 
・健全経営を維持するための労働分配率（人件費÷粗利益×100）を 40％と想定し、仮に従

業員 1 人当たりの平均賃金を年間「300 万円」とする。 
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＜人時生産性と人時売上高の推計＞ 

 

 

 

 

 

 

 

上記のような前提条件で計算した理論値を基準に考えると、そのレベルの人時生産性及び人時

売上高を達成している外食企業がどの程度存在するのか。例えば、①における推計結果を見ても

達成していない企業が見られる。また、①で取り上げた大手企業・中小企業とも、経常利益額の

大きさや急成長企業であること等を考慮して選択しており、その他多数の企業と比較すれば上位

に位置すると想定される。そこから推測すれば、日本国内における外食産業全体にてあるべき人

時生産性・人時売上高を達成している企業はまだまだ一部でしかない可能性がある。 

 日本の外食産業の中で生産性を重要な目標値として設定し、高い人時売上高や人時生産性を誇

る企業の代表格として「サイゼリヤ」が取り上げられることが多い。その数値は人時生産性（粗

利益額÷総労働時間）にて最終的には 6,000 円を目指している。実際に、生産性が低い店舗でも

4,000円、高い店舗では 6,000円を達成しているという 18。高い生産性は、同社の社員平均年収で

562 万円、店長クラスで 700 万円を超える給与を支払える根拠を成していると考えられる。 

こうした高い生産性を上げている背景には、店内、厨房にビデオカメラを設置して、従業員の

作業を徹底的に分析し、動きのムダを軽減する科学的手法を導入し、絶え間ない省力化を追求し

てきたことにある。更にはセントラルキッチンを活用し、店内での調理工程を最終加熱や盛り付

けのみに単純化し、厨房での作業効率を大幅にアップさせた。また多くの契約農家と協力し、計

画的な食材生産に取り組むとともに、野菜や肉の加工工場を設立し、食材生産から流通、配送ま

で一貫したバーティカル・マーチャンダイジングを志向するなど、ソフト・ハード両面の効率化

を経営者が先導する形で創業以来模索してきた成果といえる。 

このような高い生産性を達成している代表的な企業の例も含めて勘案すると、ひとまず人時生

産性で約 4,000 円と想定することは一定の合理的根拠があると考えられる。また、同じく人時売

上高で約 5,000円も同様である 19。 

  

(2)中小企業にて生産性を考えることの問題点 

 一方、中小企業の生産性の実態として、①で推計したように、サイゼリヤの水準には成長企業

であっても到達していないケースは多い。実際、中小企業に対するインタビー調査において、全

ての経営者が生産性にかかる指標を目標値としているわけではなく、むしろ生産性は経営にて意

識していないケースが多かった。 

既存資料において、一般的にサービス業における経営者は、生産性への意識は高くはないとの

                                                   
18 正垣泰彦「おいしいから売れるのではない 売れるからおいしい料理だ」（日経 BP 社、2011 年） 
19 「図表 2-1-5-1  大手外食企業（経常利益額ベスト 10）の生産性」にて、有価証券報告書から推計したサイゼ

リヤの人時売上高は 5,000 円強、人時生産性で 3,000 円強である。この数値は間接部門やセントラルキッチン等

を含めて計算されているため、実際の店舗ベースであると更に高い数値になると想定される。 

・300 万円÷40％＝750 万円（必要粗利益高） 
・年間必要粗利益高から年間労働時間を除して人時生産性を計算する 

750 万円÷年間労働時間 2,120 時間 ＝ 人時生産性 3,538 円（約 4,000 円） 
・食材比率を 30％と想定すると、年間必要売上高は、750 万円÷70％＝1,071 万円 
・年間必要売上高から年間労働時間を除して、人時売上高を計算する。 

1,071 万円÷年間労働時間 2,120 時間 ＝ 人時売上高 5,052 円（約 5,000 円） 
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結果を示しているものもある。彼らが最も意識しているのは顧客満足度であり、続いて利益率、

売上高である。 

 

図表 2-3-1 特に意識している経営指標  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ※中小企業庁「サービスの生産性向上に関する実態調査」2007年 より 

出典：中小企業庁「中小企業白書 2008年版」2008 年 5月 

 

外食産業は個人消費の典型的な産業であり、同時に食文化としてはじめて存在しうる産業であ

る。そのことを考えれば、労働生産性は単独ではなく、料理・接客の品質に対する顧客満足度の

範囲内で位置づけられるべきで経営課題であり、経営者もその認識であると考えられる 20。 

そのため、日本において外食産業の生産性向上の取り組みを喚起するには、まず、経営者層に

おける生産性への認識醸成が必須ではないかと考えられる。そのためには、日本の外食産業が抱

えている問題、経営者が抱えている問題とそこで生産性向上に着目すべき理由を明確化する必要

がある。 

 

【補足】今回調査ターゲットとした中小企業の規模感等について 

 今回の調査を進めるうえで、インタビュー等から生産性向上への取り組みとその課題の抽出が

期待できる層として、①経営リソースが充実しているため自社で十分に取り組みができる大手企

業、②生産性向上を必要としない／関心が無いと思われる個店・自営業者の層はひとまず省き、

それ以外を③中小企業として捉えて、以下のような設定を置いた。これが、実際にインタビュー

調査対象を選定するための指針となっている。 
 

  地域にて多店舗展開している事業者（全国区よりもローカル中心） 
 

 ただし、上記のような企業を既存統計から明確に捉えることは難しい。そこで、日本国内にお

けるおよそ規模感を見るため、各種資料等から以下のような前提を考えた。 
  

                                                   
20 意識していないとは言え、日本の外食産業トップがホールやキッチンの効率化のための努力を経営者が怠って

いるとは考えにくい。事実、店舗設備や調理用品、あるいは物流、食材調達システム、キッチンやホールの調理、

サービスの効率化、さらに具体的にいえば、コールベルやドリンクバー、スチコン、電子レンジ、一時加工食品、

冷凍食品、調理済み食品の活用などは日本のほうが欧米よりも進んでさえいるといえる。 
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従業員数：１００名以下 かつ  店舗数：２店舗以上～２０店舗以下 
 

※あくまで統計全体における位置づけを見るための設定で、必ずしも個別企業事例として、この

定義に合致しないといけないわけではない。 

 

上記のような企業の割合を「平成 24 年度経済センサス（活動調査）」の結果から推計する。 
 

(1)飲食店 21 ：企業等数 22は全体の 3%程度、事業所数・従業員数・売上金額は 10%前後 
  企業等数 事業所数 従業者数（人）23 売上金額（百万円） 

総数 373,362 453,345 3,168,461 13,229,049 

A 国内支所数 24 
1～19 

12,349 41,701 597,024 2,945,355 
3.3% 9.2% 18.8% 22.3% 

B 常用雇用者数 25 
0～99 

37,1803 393,749 1,727,872 6,921,059 
99.6% 86.9% 54.5% 52.3% 

A＊B A かつ B の推計 3.3% 
⇒12,297 

8.0% 
⇒36,219 

10.3% 
⇒325,578 

11.6% 
⇒1,540,925 

  
(2)持ち帰り・配達飲食サービス業 26 ：企業等数 は全体の 9%、事業所数・従業員は 5%前後 

  企業等数 事業所数 従業者数（人） 
総数 13,566 40,552 415,254 

A 国内支所数 
1～19 

1,251 4,860 91,834 
9.2% 12.0% 22.1% 

B 常用雇用者数 
0～99 

13,187 15,480 132,387 
97.2% 38.2% 31.9% 

A＊B A かつ B の推計 9.0% 
⇒1,216 

4.6% 
⇒1,855 

7.1% 
⇒29,278 

  
※なお、経済センサスの集計統計表の中で、「雇用者数規模別」と「支所数規模別」が同時にクロ

スできている表は１種類存在するが、当該統計表の「総数」はあくまで「個人経営を除く複数

事業所企業」となっているため、実態からの乖離が大きいと判断した。 
そのため、「総数」が「企業等（法人＋個人経営）」である統計表から、「雇用者数規模別」と「支

所数規模別」の表をそれぞれ抜き出して活用した。 
※経済センサスによると、我が国の外食・中食産業は「個店（単一事業所）」が多いことが特徴で

ある。例えば、産業中分類の「飲食店」にて、「個店（単一事業所）」の割合は、企業等数で

全体の約 97%、国内従業者数で約 49%を占める 。また、その大部分は常用雇用者 0～99 人の

規模である。 

                                                   
21 産業中分類 「76 飲食店」。 
22 法人＋個人経営 
23 常用雇用者以外も含む。 
24 本所の統括を受けている事業所。必ずしも店舗とは限らないが、便宜上店舗数と考える。また、支所数 1～19
ということは、本店（社）も含めれば 2～20 となる。 
25 雇用形態は問わず、期間を定めずに雇用されている人。若しくは１か月を超える期間を定めて雇用されている

人 
26 産業中分類 「77 持ち帰り・配達飲食サービス業」。 
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３）外食・中食産業がいま生産性に着目しなければならない背景について 

 

１）で述べたように、日本の外食産業はデフレ経済下で一貫して「価格下落」の圧力にさらさ

れてきた。その結果として、利益を確保するために、コスト削減に追い込まれていく現象に直面

してきた。しかながら、厳しい競争下で売上原価を引き下げることは直ちに品質劣化につながる

可能性があるため、コスト削減の対象は人件費削減に向かわざるを得なかったのではないかと思

われる。 

日本の外食産業の賃金水準がはじめから低かったわけではない。80年代の半ばまでは、製造業

のそれよりも高かった。その状況を一変させたのは、バブル崩壊後のデフレ圧力であった。外食

市場が低迷する中で、各企業は需要を喚起し、競争に耐え抜くために、品質の向上に全力を傾注

した。過去 20年間の厳しいデフレ圧力下での市場の低迷期にこそ、かえって自らの商品・サービ

スの品質向上や業態革新が大きく前進したと考えられる。 

しかし、そのイノベーションのコストを価格に転嫁することが許されず、そのしわ寄せはパー

トやアルバイトなどの非正規雇用比率の大幅な増大と賃金の下落となって現れた。ところが、こ

こへきて、外食業界は賃金にしわ寄せをさせてきたやり方が通用しない局面を迎えつつある。な

ぜならば、深刻な人手不足に見舞われてきているためである。 

 

①深刻な人手不足 

現在、外食・中食産業が突きつけられている最大の問題とは、「雇用と人手不足」である。医療、

福祉と並んで、サービス産業の中にあって、外食・中食産業はもっとも厳しい人手不足に見舞わ

れている業種のひとつである。 

事実業界では、人手不足が原因で、営業時間の大幅な短縮や既存店のスクラップ、新規出店を

断念するといった事態に見舞われつつあり、座視していることが許されない状況を迎えつつある。 

（一社）日本フードサービス協会の調べでは、同協会加盟の大手外食企業ですら、従業者採用

の充足率は 81.7％にとどまっている。ましてや、中小企業のそれは極めて厳しい状況にあるので

はないかと推測される。さらに、パート・アルバイトの有効求人倍率はサービス業全体で 1.46倍、

外食産業のそれは 2.01 倍となっており、いまや募集広告をかけても「電話 1本来ない」という厳

しい状況になってきている。 

しかも問題はそれだけではなく、外食産業の新卒入社 3 年後の離職率は 45％～55％といわれ、

全産業平均 28.8％を大きく上回っている。その現状はすでに産業としての存立を危うくする所ま

で追い詰められているのではないかと思われる。 

従って、現在生き残りをかけた外食企業の最大の課題は、以下のように捉えることができる。 

 

(1)どのように従業者を確保するか 

 若者が外食・中食産業を敬遠する理由として、以下のような不満が多い。 

「土日、祭日、ＧＷ、年末年始などに休めない」 

「給与がやすい、サービス残業が多い」 

「シフトが不規則で労働時間が長い」 

ただし、これらについては本来、各企業がただちに検討、改善できる課題でもある。正規の社
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員だけでなく、パート・アルバイトについても採用時に、企業側がきちんとした雇用条件を提示

することで、事態はかなり好転すると思われる。 

 

(2)採用された従業者がその後も継続していける雇用条件やモチベーションをいかに確保するか 

 賃金水準もさることながら、休暇制度や結婚育児（外食・中食産業の現場は女性の比率が高い）

に関する制度、諸々の社会保険制度など抜本的な見直しが必要となってくる。合わせて、パート・

アルバイトの正社員化も検討されていかなければならない課題である。 

 

(3)継続雇用を確保するために、いかに高い労働生産性を達成していくか 

 前項の課題を解決していくには、社会通念に反するサービス残業や際限のない長時間労働など

を抜本的に見直さなければならない。それでなくとも飲食業は、キッチンという製造部門とホー

ルというサービス部門が一体化した労働集約的な構造を持っており、それだけ作業内容も複雑で

ある。生産性向上と言ってもそう簡単に実現できるものではない。そのためには、現場での作業

を徹底的に分析し、作業上のムリ・ムダ・ムラをひとつひとつ改善していく地道な努力が要求さ

れる。 

もちろん、今までも外食企業各社はそのための努力を怠ってきたわけではないが、経営者層に

「労働生産性」に関する認識が思ったほど高くないことが、本調査でも明らかになってきている。

特に中小企業では生産性に対する経営者の意識は高くない傾向がある。今回調査における大手企

業と中小企業の生産性比較でもその傾向は数字の上で現れている。しかしながら、既存資料によ

ると、労働生産性を意識している中小企業は比較的業績がよいことを示すものがある。 

 

図表 3-1-1 意識している経営指標別の、過去 5 年間における利益率上昇企業の割合（%） 27  

 
利益額 

顧客満足度

（CS） 
売上高利益率 売上高 キャッシュフロー 労働生産性 

各指標を「意識してい

る」企業における、利益

率上昇企業割合（%） 

12.9 13.3 13.3 12.3 15.2 14.4 

各指標を「意識していな

い」企業における、利益

率上昇企業割合（%） 

4.5 2.6 7.2 11.9 6.1 7.0 

  ※㈱日本アプライドリサーチ研究所「生産性に関するアンケート調査」2007 年 

出典：中小企業庁「中小企業白書 2008 年版」2008 年 5 月 のグラフから数値を抽出 

 

中小企業庁が「中小企業白書 2008年版」にて公表した、各指標を「意識している企業」と「意

識していない企業」の企業業績の相関性について検証したものが上表である。やはり労働生産性

を意識している企業の方が、意識していない企業よりも過去 5 年間における利益率上昇企業の割

合が多い。また、サービス業についても同白書の中にて、労働生産性と業況感との関係を調べた

結果が示されており、労働生産性の水準が高い企業ほど「業況感が良い」と回答する企業の割合

が高い傾向がある。 

                                                   
27 中小企業のみが対象となっている。労働生産性を「意識している企業」、「意識していない企業」が全体に占め

る各指標が上昇傾向にある企業の割合を示している。 
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図表 3-1-2 労働生産性と業況感  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※中小企業庁「サービスの生産性向上に関する実態調査」2007年 

出典：中小企業庁「中小企業白書 2008年版」2008 年 5月 

 

本調査で実施したインタビューにて、特に中小外食企業では、従業員の労働時間すら正確には

把握しておらず、ましてや人時売上、人時生産性に関して実態的なデータや基準となる数値すら

持っていない企業も少なからず存在した。中小外食企業では生産性に関してはまだまだ多くの課

題を抱えていると言わざるを得ない。現下の厳しい人手不足は、こうした認識不足に一石を投ず

ることになると思われる。 

 

②「品質に見合った価格」への経営者の意識変化 

デフレが本格化した 90年代半ばから、外食・中食産業では全体的にメニュー価格が押下げられ、

業界内では厳しい価格競争にさらされてきた。結果的に客単価は低下したが、思ったほど客数が

伸びない。このデフレスパイラルともいうべき価格の下げ圧力が、売上の低迷と生産性の低下を

引き起こしたと考えられる。しかし、ここにきて経営者の中に「品質に見合った価格」を模索す

る動きが出てきており、価格に対する経営者の意識は変わりつつある。言いかえれば、現状の価

格競争から脱出できなければ、外食・中食産業の生産性は向上しないという認識が高まってきて

いる。 

先のマクドナルド対モスバーガーの例を出すまでもなく、「品質に見合った価格」について明確

な戦略をもって臨む企業が増えてきている。ファーストフード、ファミリーレストランだけでな

く、業績低迷に悪戦苦闘している居酒屋業界にも、従来の客単価からよりアッパーの価格帯に挑

戦する業態開発が次々に生まれてきている 28。 

外食・中食産業の将来を予測するとき、企業規模の大小を問わず、価格戦略こそが市場拡大の

カギを握っており、「品質に見合った価格」実現へのイノベーションが問われていると考えられる。 

 

                                                   
28 例として、サントリー系列の上場企業(株)ダイナックがある。同社は 48 業態で 243 店舗、年商 326 億の大手

企業であるが、客単価 5000 円を超えるミドルアッパークラスの業態「響」や「燦」を中心に展開し、年間売上で

2 億～4 億円という業績を上げている。 
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【補足】病院・福祉介護における給食市場について 

病院・福祉介護分野も外食・中食産業と同様、人手不足に悩まされている産業である。しかし、

一方で病院・福祉介護分野にて給食・在宅配食サービスの市場規模は高齢化を背景として着実に

増加している。外食・中食産業のターゲットとしても注目される分野である。今後、特に高齢者

施設及び在宅高齢者の増加によって、まずますその市場拡大が予想されるものである。 

 

図表 3-2-1 メディカル給食、在宅配食サービス市場の分野別市場規模推移（単位：億円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※末端売上高ベース（給食サービス最終価格ベース） 

出典：㈱矢野経済研究所「メディカル給食・在宅配食サービス市場に関する調査結果 2015」2015
年 8 月 18 日 より 
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４）外食産業の労働生産性と付加価値との関連について 
ここでは、２）①「図表 2-1-4 生産性推計に選択した大手企業・中小企業」にて取り

上げた企業事例から、その労働生産性と付加価値との関連を各種情報等から整理する。 
 
①大手企業 
 大手企業は、生産性の推計結果として特に人時売上高 5,000 円を達成している企業を取

り上げ、各種情報から労働生産性と付加価値の関連について整理すると、以下のようにな

る。 
 
(1)経営・事業戦略 
1.アッパープライス戦略を維持する取り組み 
 業界内で低価格業態が主導するなか、アッパープライスの戦略とグレードが高い接客

サービスでブランド価値を維持している。 
 
2.差別化戦略で好調なブランド・事業を展開する取り組み 
 直接的な店舗での取り組みではないが、売上・客数・客単価とも前年度比 100 を超え

る順調なブランドの買収が、企業全体の生産性向上に寄与していると思われるケース

がある。なお、当該ブランドは競合同士による低価格戦略に陥るのではなく、独自の

商品・価格帯での事業展開を実現している。 
 
(2)業務効率化・改善 
1.現場作業のムダ改善、オペレーション効率化にかかる取り組み 
A.現場の一連のオペレーションを「作業」として把握・分解 
 現場のオペレーションにてマンパワー的な「精神論」や従業員個人の「技能論」に重

点を置くのではなく、あくまで作業として捉える。その手順等を把握・分解すること

で、個々のムダな動きの改善、オペレーション全体の流れの効率的なコントロールに

つなげる。 
B.現場作業の効率化、省力化 
 データ解析の専門家を導入し、ビジネス・インテリジェンスやビジネス・アナリシス

に必要な IT 投資を積極的に進め、作業効率化につなげている。特に、厨房機器類の配

置や動線レイアウト、給排水などの見直しを行うことで、作業効率を落すことなく既

存店のキッチン面積半減と客席増加を実現した 29。 
 時間と温度のコントロールで調理可能な料理は、電子機器・自動化機器を導入するこ

とで現場の省力化を図っている。 
 

                                                   
29 本項目分析対象の大手企業の店舗では、キッチン面積半減と客席増加によって、標準店規模 70 坪が

60 坪にまで縮小が可能になった。結果的に出店可能な立地条件や物件選定の幅が飛躍的に高まったとい

う。また、データ分析については、「ニーズ把握技術」とそのために必要な「仮説精度」を上げていくた

めマーケティング部門を強化しており、店舗段階での顧客のデータ分析実施に努めている。  
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2.全体合理化にかかる取り組み 
A.セントラルキッチンの導入 
 ベースになる食材にて大部分の調達や一次加工をセントラルキッチンで賄い、店舗段

階では最終加熱や盛り付け等のみを行う。店舗内の設備もシンプルにする。 
B.川上（産地）から川下（店舗）まで一貫した製造直販システム＝バーティカル・マーチ

ャンダイジングの実現 
 自社農場や産地農家との直接契約による食材調達から、物流体制⇒集中加工場（セ

ントラルキッチン）⇒店舗での最終加工を本部が直接コントロールすることで一気

通貫のオペレーションの全体最適化と商品の品質管理徹底を実現している。それに

よって、低価格での料理提供を可能にしている。 
 
(3)雇用関係 
1.労働時間にかかる取り組み 
A.トータルとして短い店舗営業時間 
 例として 7:00～21:00 の 14 時間営業がある 30。 

B.実働 8 時間の 2 シフト制 
 社員、アルバイト問わず、実働 8 時間の 2 シフト制（11:00～20:00、20:00～翌朝 5:00）

をとっている 31。 
C.残業時間の削減等の環境改善 
 例えば、電子機器・自動化機器によって現場の省力化が図られた分、残業時間を抑え

ることが可能になっている 32。 
 
2.雇用の条件・社内制度にかかる取り組み 
A.女性が長期にわたって働ける制度 
 女性の産前産後における休暇制度及び育児休暇制度のみならず、父親にも一定期間育

児休暇が認められている 33。 
 一旦然るべき理由で退社した従業員を改めて雇用する再雇用制度を実施している。 

B.残業手当の支給 
 残業手当を 1 分ごとに支給することで、従業員の離職率を押さえて、定着率を大幅に

向上させている 34。 
C.人材教育・評価 
 新入社員は社内に設立した教育機関にて研修を受ける。そこで企業のフィロソフィー

                                                   
30 本項目分析対象の大手企業の店舗にて、9:00～21:00 の営業時間は、現場スタッフの 7 割を超える女

性従業員にとってもプラスに働いているという。  
31 本項目分析対象の大手企業の店舗は社員 1 名、アルバイト 6 名で 1 日の業務を回している。そして、

11 日当たりの実働時間は 56 時間、月間 30 日平均で 1,680 時間、平均月商 840 万円となっている。こ

れは人時売上 5,000 円の計算になる。 
32 本項目分析対象の大手企業の店舗では、残業時間を月 15 時間以内に抑えることで離職率が 5％以内

となっている。  
33 本項目分析対象の大手企業では、20 代のスタッフの約 50%が女性であるという。その貴重な戦力を

定着させるため、働く環境の改善に精力的に取り組んでいる。  
34 本項目分析対象の大手企業では、結果的に従業員の 2 年間離職率を 5%以内に抑えたという。 
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のみならず、店舗経営に必要な接客やオペレーション、ノウハウ等を学ぶ。 
 社内で独自の職能資格制度があり、自から意識してキャリアアップを図っていくこと

ができる。同時に自らのスキル向上のために認証資格制度が導入され、資格取得の費

用は全額会社が負担している。 
 

※このような、雇用関係の取り組みによって長期に渡り高いスキルのスタッフが定着す

ることで、結果として生産性が高まっていると考えられる。 
 

また、上記で分析した大手企業のほかに、本調査にて生産性推計を行った企業において

は、現場のオペレーションにおける自動化装置（ロボット類）の活用や顧客の注文におけ

る IT 技術の活用（タッチパネル式の情報端末など）などの取り組みが見られる。 
 
②中小企業 
 中小企業は、「２）①(2)インタビュー調査を通して見える「生産性」に関する外食中小

成長企業トップの意識」からその取り組みを整理した。 
 
(1)経営・事業戦略 
1.生産性への高い認識を持つ事例 35 
 多品目よりも単品業態の方が現場作業面で効率的である（＝労働生産性が高い）との

認識から業態を選択している。 
 生産性についておよその数字が暗黙の了解になっている。 
 単一業態での展開が収支構造を見えやすくして、業績把握とそれに基づく生産性等を

分析しやすくしている。 
 調理工程がシンプルかつ少人数で運営できる業態を中心に展開を検討中である。 
 小規模店舗を少数精鋭で運営している。 
 高い給与を支払うためには高い労働生産性が必要との認識を持つ。 

2.過度に規模を追求しない事業展開 
 ナショナルチェーンを目指さない、地域に限定したドミナント戦略を取っている。 
 規模や量を求めない、人材育成や内部体制構築、サービスの質とのバランスを保って

無理をしない経営を志向している 36。 
3.差別化、高品質・高価格帯を狙う戦略 
 競合とは一線を画する価格帯の差別化できる商品で展開を図る。 
 高い品質の商品・サービス提供によって、高い客単価の実現を図る（そのために、正

社員比率を高めている）。 
 高い付加価値（高品質・高価格帯）の商品を扱う業態で出店して繁盛店化している。 

 

                                                   
35 必ずしも分析対象にある中小企業全部にて生産性への高い認識が見られたわけではない。経営におい

てあまり生産性の認識していないケースも多かった。  
36 本項目分析対象の中小企業は、あくまで自社を「個人商店」の延長と捉えており、今後もナショナル

チェーン化等は目指さないとしている。そのため、マニュアル化したシステム構築も目指していない。  
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(2)業務効率化・改善 
 製造をアウトソーシングすることで、現場従業員が調理・接客等の集中できる環境を

整備する。 
 ムダな作業を徹底的に見直し、月間労働時間を削減する。 
 店舗運営の方法（メニュー含む）等を標準化する。 
 （将来的に）目標店舗に到達した後、セントラルキッチンを導入する。そこで、仕込

み等を一括して行う。 
 
(3)雇用関係 
1.従業員のモチベーション向上にかかる取り組み 37 
A.独立開業を目標として採用・育成する 
 入社した従業員が将来独立開業することを前提とした経営を行っている。従業員は独

立開業がモチベーションとなる。 
 独立開業を目指した段階的な教育を行う。 

B.現場への権限移譲を進め、かつ、数値責任を負わせない 
 現場へ権限移譲を進める。可能な限り、本部や経営者は現場の決定には口を出さない。 
 現場に売上やコスト等の数値責任を求めない。目の前の業務・サービスに集中させる。  

 
2.雇用の条件・社内制度にかかる取り組み 
A.高い給与体系、時給等の実現 
 正社員への高い給与体系、アルバイトの時給アップの実現を目指している（そのため

に労働生産性向上が必要との認識を併せ持つ）。 
B.休日を増やす（十分に確保する） 
 従業員（正社員、アルバイト含む）の年間休日を増やす。 

C.人材育成・評価 
 自主的な勉強会の開催、繁盛店視察や外部研修を導入する。 
 経営者と従業員のコミュニケーションを重視した教育を行う。 
 人材評価における外部コンサルティングを活用した評価システムを導入する。 

 
(4)その他コストダウン（＝粗利益の確保）への工夫 
 家賃比率を抑える（しかし、決して悪い物件を選択するわけではない）。 
 厨房機器類でリサイクル品を利用する 

 
 

                                                   
37 本項目分析対象の中小企業の中には、高い品質の維持には、従業員のモチベーションやモラルが必要

であると考えて、生産性はあくまでその価値を維持する範囲内に位置づけている例もある。  
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５）外食・中食産業の生産性向上に向けての検討課題 

 

①外食・中食産業の経営の要である人時生産性 

 一般的にサービス産業は、製造業と根本的に異なる以下のような特性を有していると言

われている。外食・中食産業もまたサービス産業として、そして、典型的な労働集約的産

業として、同様の特性を有すると考えられる。 

 

図表 5-1-1 サービス産業の特性 38 

  

 

 

 

 

出典：内藤 耕「実例でよくわかる! サービス産業生産性向上入門」日刊工業新聞社、2010

年 

 

ここで、無形性は「価値が目に見えにくい」ことであり、同時性は「生産と消費の活動

が同じ場所、同じ時間に発生する」ために、サービス提供プロセスそのものに価値が発生

することにつながる。例えば製造業では、同じ財・サービスにて一物一価の裁定が働くと

される。しかし、上記のような無形性・同時性といった特性のために、サービス産業にお

ける価値、価格の裁定は製造業ほど単純ではないと考えられる。 

サービス産業の場合、この特性を経営管理の数値として表現すると、お客様＝売上高に

対して、従業員の労働時間の寄与と見る事ができる。すなわち、人時売上高が外食・中食

産業の経営の要であるとも解釈可能である。一般的に人時生産性（月間粗利益高÷総労働

時間）は、多くの企業において経営マターであり、現場スタッフがコントロールできるこ

と、意思決定できることは限られている。人時売上高は、その中から食材費・人件費・家

賃・水光熱費・その他の経費が支払われるため、いわば当該企業の支払い能力を端的に表

す指標である。 

一方、「１）外食産業を含むサービス産業生産性に関する欧米との比較について」でも

指摘したように、日本の外食・中食産業の生産性が欧米先進国に比べて低い理由の一つと

して、マクロ的には低成長デフレ経済下にあって、個々の企業により生き残りをかけた商

品・サービスの品質レベル向上が図られてきたが、その価値が十分に価格に反映されず、

むしろ低下の圧力に直面してきた点にあると考えられる。特に、1990 年～2013 年の 23 年

間の日米の消費者物価指数の推移の比較において、サービス物価に関しては、米国では持

続的に上昇しているのに対して、日本は 90 年代後半半から一貫してマイナスで推移してい

る 39。これはドイツ等の EU 諸国の事情と比較しても同様である。更に、日本サービス物

                                                   
38 主にハート・ヴァン・ローイ等「サービス・マネージメント－統合的アプローチ（上）」（2004 年）

にて述べられている定義である。ただし、必ずしも近年の全てのサービス産業に当てはまるわけではな

い。また、このようなサービス業固有の特徴の克服も生産性向上に結び付く。  
39 みずほ総研論集 2013 年Ⅰ号「わが国サービス産業の現状と問題点」における日米の消費者物価指数

1.プロセスとしての「無形性」 
2.生産と消費が同時進行する「同時性」 
3.在庫ができない「消滅性」 
4.人によって違いが生じうる「異質性」 
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価と時間当たりの賃金の動きは、90 年後半からいずれも連動しながらマイナスを記録して

いる 40。外食・中食産業を含むサービス産業は労働集約的な特徴を持つことから、サービ

スの価格と賃金はリンクしていると考えらえる。サービス物価の下落自体は消費者・購入

する側から見ると一見恩恵をもたらすが、一方で当該産業に従事する人々にとって賃金低

下に連動している。 

外食・中食産業を含めたいわゆる「狭義のサービス産業」の生産性が低いことは、価値

の生産性、すなわち料理や接客などの人的なサービスにおける労働に対する価値が低いこ

とを意味する。特に、外食産業にて現場での膨大な労務の投入量に対し、それに見合わな

い低い価格付けが、生産性の低さをもたらしていると考えられる。そして、それは過度な

長時間労働に代表される現場の労働環境への弊害につながる。例えば、外食産業で広い裾

野を形成しているファーストフードやファミリーレストランのリーディングカンパニーに

よる低価格競争への傾倒が、まさしく結果的にこの問題につながっていると思われる。こ

こで、生産性向上の議論に改めて着目することにより、あまりにも過度な低価格競争を見

直し、生産性向上とともに賃金の改善が実現されることで、産業が改めてよい方向に向か

うことにつなげる必要があるのではないかと考える。 

 

②共通的な課題である「業務プロセス改革」と「経営者の意識改革」 

外食・中食産業の生産性向上の取り組みは、個々に見ていけば多岐に渡る。企業等の規

模や業種・業態によって経営のやり方と抱える課題が異なるため、生産性向上の取り組み

も異なってくると考えられる。そこで、より多くの企業等にとって、規模や業種・業態に

関わらず重要な課題として、特に「業務プロセス改革」と「経営者の意識改革」を取り上

げる。 

 

(1)業務プロセス改革 

企業等が生産性向上へ取り組むとき、その目標数値 41を実現するため、サービス提供の

効率化につながる業務プロセス改革が必要になる。ここでの、業務プロセス改革とは、ビ

ジネスプロセス・リエンジニアリング（BPR） 42と同義である。 

外食・中食産業における業務プロセス改革を進める上での考え方の一例を以下に示す。

ここで大切な事項として、業務の流れや手順を分解して書き下して把握するとともに、企

業理念や差別化できる価値（強みなど）の部分は安易に効率化しない（簡略化しない）こ

とである。つまり、自分達にとって競争優位の維持や発展につながる付加価値を創造する

業務なのか、それとも付加価値を生まない業務であるのか評価・峻別することが重要にな

                                                                                                                                                               
の比較による。 
40 みずほ総研論集 2013 年Ⅰ号「わが国サービス産業の現状と問題点」における日米のサービス物価上

昇率と賃金上昇率の比較による。  
41 例えば、「２）日本の外食産業の生産性に関する実態調査報告」で取り上げた人時売上高 5,000 円な

ど。ただし、各企業等による実態の把握（計測）と目標設定により、まずは目指すべき目標数値は異な

ってくる。 
42 一般的には企業活動や業務の流れを分析し、最適化すること。ビジネスプロセスとは「顧客に提供す

る価値を生み出す一連の活動」を意味し、リエンジニアリングとは「品質・サービス・コスト・スピー

ドなどの基準を改善するために、ビジネスプロセスを効率化し、デザインし直す」ことを意味する。  
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る。 

 

1.業務プロセス改革のステップ 

＜第１段階：業務内容の把握・・・行動改革のために問題整理を行う＞ 

サービス産業は、前述のとおり、その業務内容を具体的に把握しにくい「無形性」と生

産と消費の「同時性」の特性を持つ。そのため、何よりも店舗や作業現場等の各段階にて

個別的な業務内容の流れを分解して把握する必要がある。詳細な業務の流れを把握するた

め、それぞれの業務を「誰が担っているのか」、「どのくらいの時間をかけているのか」に

ついて、例えば「作業シフト表」の分析と活用を通して把握していく。 

業務内容の流れを把握する有効な手段は、業務の「見える化=可視化」である。全体と

して、業務内容およびその流れが可視化されていれば、現場のだれもが業務内容と流れを

理解することができる。これは、実際に従業員とともに改善活動に移っていくためにも必

要である。実際に活動する現場の人間が理解できる、納得できる形にするためにも可視化

していく。また、実際に業務の時間を把握・計測することによって、どのくらい時間短縮

ができるか、顧客へサービス提供や接客に更に時間をかけるべきかといった判断が可能に

なる。 

このような改革を開始する前に押さえておくべき、考慮すべきポイント及び問題整理の

きっかけ、手法については以下のようなものが挙がられる。 

 

図表 5-2-1 改革に向けての３つのポイントと 3 つの改革行動に向けた問題整理手法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第 2 段階：業務の評価・・・改革に取り組むための視点（評価軸）を定める＞ 

次に、業務の流れと内容を「付加価値を創出する業務」なのか、それともあまり付加価

値を生まない「非付加価値業務」なのか評価する。 

一般的に自社の競争力の源泉となる業務は、他組織に任せるのではなく、自分達で継続
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的に実施していく業務となる。さらに付加価値を創出する業務とは、それに対して顧客が

金銭を支払う商品や料理、接客などのサービス業務になる。 

例えば、競争力の源泉として集客の要となり、なおかつ付加価値が高い業務で、自分達

で実施していける（実施しなくてはいけない）業務については、継続的に強化していく必

要があると判断できる。しかし、競争力の源泉であり、付加価値の高い業務であると認識

されていても、現場では必ずしも対応しきれない、またはあまり得意ではない業務もある。

そのような場合は取引業者（パートナー）と共同で解決していく方向性が望ましい。外食・

中食産業の場合は、主として新商品開発や食材調達などの業務が該当すると考えられる。 

一方、付加価値が低い業務については、自分達で対応できる業務であっても、自動化や

削減、廃止を検討する方向性が望ましい。さらに、自分達で十分に対応できない業務につ

いては、アウトソーシングを検討する方向性が望ましい。 

 

図表 5-2-2 業務の判断結果に基づく方向性イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、改革に向けた視点として、業務の評価する軸としては以下のようなものが挙げら

れる。 

 

図表 5-2-3 業務評価軸の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

競争力源泉
付加価値

自社でこなせるか
（こなさなくてはいけないか）

評価結果による対応
方向性イメージ

○ ○ 自社で継続的強化

○ △ or × 取引先（パートナー）
と共に解決

△ or × ― 自動化、削減、廃止

△ or × △ or × アウトソーシング
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＜第 3 段階：業務プロセスのリストラクチャリング・・・業務プロセス全体再構築と周知

徹底＞ 

第 1 段階の業務内容の把握、第 2 段階の業務内容の評価を踏まえて、最終段階では業務プ

ロセスを全体的に再構築して、経営者から末端の現場スタッフまでそれぞれの業務内容を

周知徹底していく必要がある。ここで、経営者主導で改革を進めるときに留意する点は、

サービス産業における「無形性」及び「同時性」の特性と、当該企業や店舗の源泉はあく

まで現場にあることである。したがって、現場のノウハウや実情を踏まえない、考慮しな

い改革の実施は実効性を失い、業務プロセス全体の改善につながらない可能性を持つ。そ

のため、現場を預かる店長等責任者以下、スタッフの意見や知恵を十分に聞いて考慮した

上で進めることが望ましい。 

 以下、改革すべき事項の例として 5W1H を挙げる。 

 

図表 5-2-4 改革すべき事項の例（5W1H） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、現場の改善にて管理するロスの視点として、ムダ・ムラ・ムリから生じる人のロ

ス、食材のロス、エネルギーのロス、金銭のロス、経費のロス、空間のロス、機会のロス

等がある。 
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図表 5-2-5 ムダ・ムラ・ムリから生じるロス管理の視点の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①人のロス                               
（１）管理ロス  
  １）不適切な勤務シフト編成による生産性の低下、過大な人件費 
  ２）リーダーシップ不在または不足による部下あるいはＰ／Ａスタッフの非協力

や勝手な行動 
  ３）訓練不足による作業ミス、手違い、やり直し、など 
（２）時間ロス 
  １）手待ち、手あき時間   ２）雑談  ３）無断欠勤、遅刻の多発 
②食材ロス                                
（１）仕入ロス 
  １）高値仕入れ  ２）過剰仕入れ  ３）量目不足    

４）品質の不揃い・バラつき、不良 
（２）保管ロス  
  １）変質・腐敗  ２）虫害・鼠害  ４）紛失・盗難 
（３）調理ロス 
  １）材料使用量のミス  ２）過剰廃棄  ３）調理ミス  ４）粗雑な扱い 
③エネルギーロス                              
  １）電気、水道、ガス等のムダ遣い   ２）栓の開け放し、締め忘れ 
④金銭ロス                                
  １）会計の過少請求  ２）釣銭の渡しすぎ  ３）紛失・盗難 
⑤経費ロス                                 
  １）設備、備品、什器の破損  ２）ムダな支出  ３）貯蔵品の品傷み、盗難 
⑥空間ロス                               
  １）サービスに不便な客席レイアウト  ２）家具、備品の詰めすぎ   

３）無意味な遊休空間 
⑦機会ロス                              
  １）お客様に対する呼び込み不足  ２）誘導の不手際  ３）粗雑なサービス   

４）有利なあるいは追加メニューのすすめ下手 
  ５）相席のすすめ下手    ６）満席の際のことわり下手   

７）料理の提供が遅い    ８）注文を受けたお客様の見失い 
９）不十分なメニュー掲示 

など 
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参考）改革のための手法一例・・・特性要因図による問題点の掘り起しと分析 

 

ある現象の原因を成す因子を、一定の分類基準にしたがって細かく分解・整理して、問題点を突き詰める方法として「特性要因図」が

ある。原因を追及して作業の改善に役立てる場合（原因追究型）と、一つの目的を設定してその対策を追求していく場合（対策追求型）

がある。特性要因図イメージは以下のようなものである。 

 

図表 5-2-6 特性要因図イメージ 
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(2)経営者の意識改革 

生産性向上を考えるうえで、外食・中食産業の個別企業等における経営者の認識度にも

大きな課題があると考えられる。 

「３）外食産業がいま生産性に着目しなければならない背景について」にて取り上げた

「中小企業白書 2008 年版」で示された調査結果によると、労働生産性を意識している企業

は意識していない企業と比べて、過去 5 年間における利益率上昇企業の割合が多い。一方、

「２）日本の外食産業の生産性に関する実態調査報告」で掲載した同じ「中小企業白書 2008

年版」で示された調査結果のように、経営指標として労働生産性を意識している経営者の

割合は顧客満足度や利益率、売上等と比べて低い。すなわち、人時売上高や人時生産性に

関連する実績数値に関してほとんど確たる認識を持っていない経営者が多いのではなかろ

うか。「２）日本の外食産業の生産性に関する実態調査報告」における成長中の中小企業経

営者へのインタビュー調査を通しても、コスト削減や合理化よりも売上や付加価値創造を

意識する声が多い。しかし、「現場に数値責任を負わせない」、「現場にコストを意識させす

ぎるとモチベーションを失ってしまう」など、売上増大をあくまでマンパワーに依存する

あまり、現場でのコストを数字として正確に把握する意識を欠いてしまっている可能性も

あるのではないだろうか。生産性に関しては、賃金水準に直結するだけに、経営者として

は重大な関心を持っていいただくことが大切と思われる。 

 「(1)業務プロセス改革」でも触れたように、生産性向上には業務の把握と評価が非常に

重要であるにもかかわらず、少なからざる企業が、毎日の作業シフトに基づく時間帯ごと

の売上・客数・従業員数・労働時間及び業務内容の把握・分析・評価にほとんど注意を向

けていないと考えられる。多くの企業等にて日報や週報、月報は作成していると思われる。

しかし、単なる報告書にとどまっており、一歩踏み込んであるべき目標数値と実績値との

差異についての分析・評価にまで到達していないことが考えられる。 

 生産性の概念はおよそ「分子（＝付加価値向上・売上向上）」と「分母（＝効率性向上）」

の関係で捉えることができる。ここで、分子部分はどちらかといえば、需要サイドに立っ

た視点であり、分母はどちらかといえば供給サイドに立った視点である。しかし、決して

分子または分母の二者択一の問題ではなく、両方のバランスを取ることが経営であり、例

え付加価値・売上追求のためのマンパワーの投入・投資においても、まずは数値として把

握する必要がある。 

 

図表 5-2-7 生産性の概念イメージ 
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参考）サービス産業の生産性の考え方一例（過去報告書等から） 
 
◎サービス産業のイノベーションと生産性に関する研究会（事務局：経済産業省 商務情報

政策局）「サービス産業におけるイノベーションと生産性向上に向けて報告書（2007 年

4 月）」より抜粋。 
 
生産性は、市場における価値創出の際に使用される資源について、その活用の効率を表

すもの。 
したがって、生産性向上のためには、効率向上（生産性の分母に着目）と付加価値向上・

新規ビジネス創出（生産性の分子に着目）が両輪となって追求されることが必要。 
 
（※）OECD によると、「生産性（Productivity）」は、「産出物を生産諸要素の１つによっ

て割った商として定義されている。  
（※）一般的には、生産性というと、労働を投入量として測った生産性（労働者１人１時

間あたりの生産性）＝「労働生産性（Labor Productivity）」を指すことが多い。  

 
通常、生産性の議論になると、分母に着目する「効率向上」に目が向きがちだが、分子

に着目する「付加価値向上・新規ビジネス創出」の向上も重要。企業の独自性や創造性が

付加価値向上に結びつくための環境整備が必要。 
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◎経済産業省商務情報政策局サービス政策課「中小サービス業生産性向上ガイドライン

（2015 年 2 月）」より 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「サービス産業の高付加価値化に関する研究会報告書」（2014 年 5 月）、産業構造審議会新成長政策部

会・サービス政策部会  サービス合同小委員会（2008 年 6 月）、「サービス産業におけるイノベーション

と生産性向上に向けて報告書」（2007 年 4 月）にいて示された考え方を、事業者の課題意識に置き換え

て整理。  

 
  

効率の向上  

付加価値の向上  
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「３）外食産業がいま生産性に着目しなければならない背景について」でも述べたよう

に、外食・中食産業における人手不足は深刻な状況に陥っていると考えられる。例えば、

㈱帝国データバンク「特別企画：人手不足に対する企業の動向調査」（2015 年）によると、

外食（ここでは飲食店の項目で判断）の 7 割、中食（ここでは飲食料品小売の項目で判断）

の 6 割にて非正社員が不足と回答している。 
 
図表 5-2-8 従業員が不足している業種 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：㈱帝国データバンク「特別企画：人手不足に対する企業の動向調査」2015 年 
 

人手不足に伴って時給相場も高騰してきており、例えば東京をはじめとする大都市圏で

は時給 1,000 円以上になっていると言われている。特にパート、アルバイトなどの非正規

の人手不足は、インバウンド消費も加わって深刻な状況になっているのではないかと思わ

れる。今後、まさしくそれだけの時給を支払えるだけの生産性の確保こそが喫緊の課題に

なるのではなかろうか。 
 ここで、経営者が認識すべき生産性向上の要諦とは、調理と接客サービスの品質を高め、

顧客満足度を確保しつつ、適正な価格で、適正な粗利益を確保することである。そのため

には、まずは主力商品の明確化して専門性を高め、適正な価格と粗利益を確保するととも

に、業務プロセス改革によって現場オペレーションを強化することが大切になる。 
 
図表 5-2-9 生産性向上の要諦 
 
 
 
 
 
 
 
 

●接客サービスや調理の品質を高めて顧客満足度を確保しつつ、適正な価格で適正な

粗利益を確保すること 

第１：主力商品を明確化し（ＡＢＣ分析等で）、商品の専門性を高めていくこと、適正

な値付けと粗利益を確保 
第２：先の「業務プロセス改革」の項で述べたように、現場のオペレーション力を強

化していくこと 
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特に第一の主力商品を明確化し、メニューの ABC 分析等を通した商品の絞り込みを行

い、品質と専門性を高めることは重要である。以下のように、主力商品の明確化が現場オ

ペレーション強化につながる流れも期待できる。 
 
 ・主力商品が明確化 ⇒ 品質と専門性が高まる ⇒  

教育訓練の主要テーマが絞られる ⇒ 品質の高い料理がより早く提供可能 ⇒  
キッチンとホールの連携もスムースになる ⇒ 現場でのオペレーション向上 ⇒ 
効率性向上（生産性向上）  

 
また、現場でのオペレーション向上によって経営資源に余裕が生まれ、新たな付加価値

向上・売上向上への取り組み、投資に振り分けるという循環も期待できる 43。 
 
 ・現場のオペレーション向上 ⇒ 経営資源に余裕が生まれる（人・時間・金等） ⇒ 
  メニューや商品の工夫・開発、接客向上、内装工夫、PR 促進等 ⇒ 
  付加価値向上・売上向上（生産性向上）  
 
 先に述べたように、生産性向上は「分子（＝付加価値向上・売上向上）」と「分母（＝効

率性向上）」のどちらか片方ではなく、両方が依存し合い、互いに影響を与えながら進むも

のである。 
 
③付加価値向上の取り組みについて 

 付加価値向上・売上向上の取り組みとは、外食・中食産業に関わらずサービス産業全体

に言えることであるが、基本的には主に差別化に係る領域である。差別化としては、前項

の「生産性向上の要諦」にも示したような主力商品の明確化と専門性向上も基本としつつ、

各企業等が構築する企業戦略や事業戦略、コンセプトづくりのレベルから、それらに基づ

くメニューの改良や接客の向上、店づくり（内装や雰囲気づくり）など多岐に渡る。その

他、現場のミクロレベルの取り組みに目を向ければ、「繁盛店のちょっとした工夫」などは

数限りないものがあると思われる。また、それらはあくまで各企業等にとっての差別化で

あるため、共通手法として別企業にそのまま採用することが結果に結びつくとは限らない。 

付加価値向上・売上向上への取り組みを考えると、労働集約的な産業ゆえに毎日の現場

業務に埋没してしまい、新しい取り組みや現状の見直しのためにリソースが割けないこと

にこそ問題があるのと思われる。むしろ、まずは効率化向上への取り組みを通して、付加

価値向上・売上向上のための取り組みとして、事業展開のあり方、ビジネスモデルのあり

方、商品構成やメニュー構成の見直し、新商品・メニューの開発、顧客への接し方（おも

てなしも含む）、売り込み方など改めて見直しができる体制・環境を生み出すことが重要と

考えられる。一方、必ずしも差別化の効果は続くものではなく、競合の動向や環境変化に

より、いずれは低価格競争に陥る可能性がある。いわば経営革新に不断に取り組むことと

                                                   
43 「業務プロセス改革」でも述べたように、各業務の評価とそれによる改革が直結する。例えば、あま

り付加価値が無いが従業員にとって大きな負担になる業務（配膳や注文、運搬や棚卸、食材管理など）

を自動化・省力化することで、従業員が本来行う接客等に時間をかけることができるようになる。  
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その姿勢が必要になると考えられる。 

 

④注目すべきトピックス 44 

 以下、今後将来的にその恩恵を受けるために検討余地があると思われる事項としてイン

バウンド対応を取り上げる。また、大手・ナショナルチェーンではない地域中小企業が生

き残る道の一つとして、リージョナル型（ローカル型）の展開を取り上げる。 

 

(1)インバウンド対応 

政府観光庁は 2020 年東京オリンピックに向けて、訪日外国人観光客数を 2,000 万にま

で拡大させ、2030 年には 3,000 万人まで増大することをかなりの確度を持って予測してい

る。特に、円安のもとで日本のサービス業の品質に比べた値ごろ感が浸透、外国人観光客

の消費が活性化したため、国内のサービス業の需給がタイト化し、すでに大都市圏ではホ

テルや旅館などの予約がとりにくい事態に見舞われており、宿泊代の値上げの動きも見ら

れる。こうした動きは、外食・中食産業もプラスのインパクトを与えていくと期待される。 
外国人観光客の一人当たりの旅行支出額であるが、観光庁「訪日外国人消費動向調査 

平成 26 年度年次報告書」によると 151,174 円（全国籍・地域）である。うち、飲食費は

32,140 円であり、約 21.3%を占めている。また、一人当たりではなく総額で見ると、旅行

支出額は 20,278 億円（全国籍・地域）であり、飲食費は 4,311 億円である。 
 

図表 5-4-1-1 費目別にみる訪日外国人１人当たり旅行支出（国籍･地域別） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
出典：観光庁「訪日外国人消費動向調査 平成 26 年度年次報告書」2015 年 3 月 
 

                                                   
44 ここでのトピックスは必ずしも全ての企業等にとっての共通の出口を示しているわけではない。  
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図表 5-4-1-2 費目別にみる訪日外国人旅行消費額 （国籍･地域別） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
出典：観光庁「訪日外国人消費動向調査 平成 26 年度年次報告書」2015 年 3 月 

 
インバウンド消費においては、買い物、宿泊、食事に代表される消費金額の占める割合

は極めて大きく、全体の約 8 割を占め、食事の比率は約 2 割を占めることが分かる。 
その中でも「訪日前に期待していたこと」と「今日した人のうち満足した人の割合」の

アンケート調査によると、「日本食を食べること」が前者の調査項目で 76.2％、後者の調

査で 87.6％ともっとも高い割合を占めており、次いで「日本の酒を飲むこと」が前者で

24.4％、後者で 80.7％と期待度、満足度ともナンバー1 の比率を占めている。 
 
図表 5-4-2 訪日前の期待及び今日した人のうち満足した人の割合 
訪日前に期待していたこと（抜粋）   今日した人のうち満足した人の割合（抜粋）  

期待していたこと  満足した人の割合  
日本食を食べること 76.2％ 日本食を食べること 87.6％ 
日本の酒を飲むこと 24.4 日本の酒を飲むこと 80.7 
旅館に宿泊 25.2 旅館に宿泊 74.9 
温泉入浴 33.4 温泉入浴 84.6 
自然・景勝地観光 46.8 自然・景勝地観光 83.7 
繁華街歩き 40.0 繁華街歩き 80.1 
ショッピング 56.6 ショッピング 82.1 
美術館・博物館 13.2 美術館・博物館 79.9 
テーマパーク 15.6 テーマパーク 81.3 
スキー・スノーボード 5.1 スキー・スノーボード 80.7 

出典：観光庁「訪日外国人消費動向調査 平成 26 年度年次報告書」2015 年 3 月 
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いずれも日本の飲食に関する訪日外国人の期待感や満足度は非常に高く、訪日前の「期

待度」を大きく上回っている。特に日本食に対しては、訪日前の「期待度」、訪日後の「満

足度」とも最も高い回答を示している。 
こうした高い期待度と満足度は、まさしく「品質に見合った価格」に外食産業が認識を

新たにする絶好の機会を提供するのではないかと考えられる。さらにこのことが、外食産

業の「生産性向上」へのきっかけを与えるのではなかろうか。 
観光庁のデータによれば、直近の外国人観光客による消費金額は 2014 年度末で 2 兆円

を超え、2020 年のオリンピック時には更に 1 兆円が上乗せされて 3 兆円台に、政府が目

標としている 2030 年、3,000 万人時代には 4 兆円の大台に到達すると見込まれている。

このうち直接飲食費として予測される消費金額は、2020 年のオリンピック開催時には

5,000 億円、2030 年の 3,000 万人時代には 8,000 億円と予測されている。 
この数字は、現状のインバウンド消費額のうち、飲食費の占める割合を約 2 割と想定し

て、算出されたアバウトな予測値ではあるが、食材購入、新規雇用あるいは新規投資を考

えれば、外食産業の直接／間接の経済効果には計り知れないものがある。 
その場合で重要なことは、外国人観光客の急増にかまけて飲食のサービス品質を低下さ

せることなく、まさにその時こそ、品質・安全・安心の質を維持向上させて、オリンピッ

クのブームが去ったあとも、2,000 万人から 3,000 万人、ゆくゆくは 5,000 万人から 6,000
万人と年間訪日外国人が更に増加・継続的に日本で消費していく環境・構造づくりを準備

しておくべきであろうと考えられる。 
例えば、大手企業の中には、以下のような積極的なインバウンド消費取り込みの動きが

見られるようになった。各社とも売上アップに貢献していると聞く。 
 
図表 5-4-3 大手企業によるインバウンド消費の取り込み活動例 
 
 
 
 
 
 

 
参考）将来の外国人観光客の見通しについて 

一般に観光立国として、基本条件には、「気候」・「自然」・「文化」・「食事」の４要素が

必要と言われている。そして、日本はこの４条件を満たしている稀有な国と言われている。

ここで、日本にはフランス並みに 8,000 万人が来てもおかしくない可能性があると指摘す

る有識者もいる 45。 
国連世界観光機関（UNWTO）の世界観光指標によると、2015 年の 1 月～8 月度の国際

観光到着者数は 4.3％増で、一泊以上の訪問者数は 2014 年度の同期比で 3,300 万人増の 8

                                                   
45 デービット・アトキンソン「新・観光立国論」東洋経済新報社、2015 年より  

1.外国人観光客を傘下の店舗に誘導する専門部署を設置【コロワイド】 
2.大阪、京都等の観光地を背景に、傘下の店舗でハラル認証取得。ムスリム訪日客

を取り込み【がんこフードサービス】 
3.外国人向けの和食ダイニング店「銀政‐GINMASA」をオープン【ワタミ】 

など 
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億 1,000 万人となっており、先進国の経済成長を上回る伸びを見せている。2014 年の報告

では、世界的規模の観光産業は、直接・間接の経済効果を含めると全世界の GDP の 9％、

観光輸出額は 1.4 兆ドルを占めている。さらに同機関では、2030 年までの長期予測として

国際観光客数は、2013 年の 10 億 8,700 万人から 1.7 倍の 18 億人に達すると予測してお

り、年率換算で 3.3％ずつ増という数字を示している。 
以下は、ヨーロッパ、アメリカなど主要な観光立国の 2013 年度の観光収入及び GDP 比

を示したものである。日本の数値は他の欧米観光立国と比べて低いことが分かる。 
 
図表 5-4-4 GDP に占める主要観光立国のインバウンド消費額 
 

国名 観光収入 
（単位：100 万ドル） 

GDP 
（単位：100 万ドル） 

対 GDP 比 
（％） 

アメリカ 214,772 17,418,925 1.2 
スペイン 67,608 1,406,855 4.8 
フランス 66,064 2,846,889 2.3 
イギリス 49,404 2,945,146 1.7 
イタリア 46,190 2,147,952 2.2 
オーストラリア 33,376 1,444,189 2.3 
オーストリア 22,618 437,123 5.2 
オランダ 22,667 866,354 2.6 
合計 522,699 29,513,433 1.8 
日本 16,865 4,616,335 0.4 

出典：世界銀行 2013 年データより作成 
 
仮に、日本のインバウンド消費額を上表の先進国並みに、GDP 比で 1.8％まで持ってい

くと仮定すると、その金額は 817.6 億ドル（120 円換算で約 10 兆円）、先進国の観光収入

を客数で割った一人当たりの消費金額は 1,461 ドル（120 円換算で 175,320 円）となり、

想定される観光客数は 5,600 万人と推計される。そのレベルに達すれば、インバウンド消

費として 10 兆円市場が生まれる。かつ、あくまで概算であるがその内の 2 割である約 2
兆円が飲食への消費支出となる。 

 
参考）日本外食産業（チェーン店）による海外進出状況 

一方、海外における日本食への需要の高まりやアジア諸国の経済発展等から、外食産業

でも日本企業の海外進出が見られる。海外現地で日本企業の店で飲食したことがきっかけ

となり、「次は日本の本場で食べよう」と動機づけにつながることも期待できる。 
以下、日本の外食産業（チェーン店）による海外進出（アジア諸国）状況の一例である。 
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図表 5-4-5-1 日本外食産業（チェーン店）による海外進出状況（1/2） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出典：㈱柴田書店「月刊食堂」2012 年 11 月号より作成 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ｲﾀﾘｱﾝﾄﾏﾄｹｰｷｼｮｯﾌﾟ（ｹｰｷｼｮｯﾌﾟ） 1 ﾓｽﾊﾞｰｶﾞｰ（ﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰFFS）
2 ｲﾀﾘｱﾝﾄﾏﾄｶﾌｪ(ｶｼﾞｭｱﾙﾚｽﾄﾗﾝ&ｶﾌｪ） 2 味千拉麺(ﾗｰﾒﾝﾚｽﾄﾗﾝ）
3 ｲﾀﾘｱﾝﾄﾏﾄｶﾌｪｼﾞｭﾆｱ（ﾌｧｽﾄｶｼﾞｭｱﾙ） 3 ﾋﾞｱｰﾄﾞ･ﾊﾟﾊﾟ（ｼｭｰｸﾘｰﾑ専門店）
4 元気寿司（回転すし） 4 牛角（焼肉店）
5 味千拉麺(ﾗｰﾒﾝﾚｽﾄﾗﾝ） 5 ﾍﾟｯﾊﾟｰﾗﾝﾁ（ｽﾃｰｷFFS）
6 ｻｲｾﾞﾘﾔ(ｲﾀﾘｱﾝ） 6 らーめん山頭火（ﾗｰﾒﾝ店）
7 銀ｶﾚｰ（ｶﾚｰ専門店） 7 ぼてじゅう（お好み焼き店）
8 和茶房 鎌倉 夢見屋（ｶﾌｪ） 8 ｻｲｾﾞﾘﾔ(ｲﾀﾘｱﾝ）
9 とんかつ新宿さぼてん（とんかつ専門店） 9 大戸屋　ごはん処（定食屋）

10 ﾓｽﾊﾞｰｶﾞｰ（ﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰFFS） 10 和民（居酒屋）
11 和民（和食屋） 11 築地銀たこ（たこ焼き屋）
12 和亭（和食屋） 12 ｺﾞｰｺﾞｰｶﾚｰ（ｶﾚｰ専門店）
13 ﾗｰﾒﾝ凪　豚王（ﾗｰﾒﾝ店） 13 IPPUDO　SG（ﾗｰﾒﾝﾚｽﾄﾗﾝ）
14 8番ﾗｰﾒﾝ（ﾗｰﾒﾝ店） 14 とんかつ新宿さぼてん（とんかつ専門店）
15 CoCo壱番屋（ｶﾚｰ専門店） 15 なんつｯ亭（ﾗｰﾒﾝ店）
16 ﾍﾟｯﾊﾟｰﾗﾝﾁ（ｽﾃｰｷFFS） 16 ﾌﾚｯｼｭﾈｽﾊﾞｰｶﾞｰ（ﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰFFS）
17 牛角（焼肉店） 17 CoCo壱番屋（ｶﾚｰ専門店）
18 千両（回転すし） 18 麺屋武蔵　武骨（ﾗｰﾒﾝ店）
19 IPPUDO　HK（ﾗｰﾒﾝﾚｽﾄﾗﾝ） 19 ｶﾌﾟﾘﾁｮｰﾅ（ｲﾀﾘｱﾝ）
20 HAKATA IPPUDO（ﾗｰﾒﾝ店） 20
21 大戸屋　ごはん処（定食屋） 21

香港　（2012年10月時点） シンガポール　（2012年10月時点）

1 ﾓｽﾊﾞｰｶﾞｰ（ﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰFFS） 1 8番ﾗｰﾒﾝ（ﾗｰﾒﾝ店）
2 牛角（焼肉店） 2 味千拉麺(ﾗｰﾒﾝﾚｽﾄﾗﾝ）
3 とんかつ新宿さぼてん（とんかつ専門店） 3 大戸屋　ごはん処（定食屋）
4 ﾍﾟｯﾊﾟｰﾗﾝﾁ（ｽﾃｰｷFFS） 4 ﾓｽﾊﾞｰｶﾞｰ（ﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰFFS）
5 築地銀たこ（たこ焼き屋） 5 ﾍﾟｯﾊﾟｰﾗﾝﾁ（ｽﾃｰｷFFS）
6 ｶﾌﾟﾘﾁｮｰﾅ（ｲﾀﾘｱﾝ） 6 CoCo壱番屋（ｶﾚｰ専門店）
7 和民（和食屋） 7 とんかつ新宿さぼてん（とんかつ専門店）
8 CoCo壱番屋（ｶﾚｰ専門店） 8 和茶房 鎌倉 夢見屋（ｶﾌｪ）
9 大戸屋　ごはん処（定食屋） 9 ﾘﾝｶﾞｰﾊｯﾄ（ちゃんぽん専門店）

10 銀ｶﾚｰ（ｶﾚｰ専門店） 10 牛角（焼肉店）
11 ﾘﾝｶﾞｰﾊｯﾄ（ちゃんぽん専門店） 11 大阪王将（中華定食屋）
12 乾杯　一風堂（ﾗｰﾒﾝﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ）

台湾　（2011年10月時点） タイ　（2011年10月時点）
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図表 5-4-5-2 日本外食産業（チェーン店）による海外進出状況（2/2） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出典：㈱柴田書店「月刊食堂」2012 年 11 月号より作成 
 

(2)リージョナル型（ローカル型）の展開 

 各地域の中小・中堅企業が強みを発揮する一例として、ナショナルチェーンの進出にも

対抗できるローカル型またはリージョナル型の展開を目指すことが挙げられる。今回、「２）

日本の外食産業の生産性に関する実態調査報告」で実施した成長中の中小企業についても、

決してナショナルチェーンは目指さず、あくまで商圏、地域を限定したドミナント戦略を

志向するタイプは多いと見受けられた。 

大手の全国展開チェーンを目指すかどうかはあくまで企業戦略、事業戦略の範疇でもあ

り、どちらかが正解というわけではない。しかし、あえて限られた商圏で強みを発揮し、

人材育成や体制づくりをじっくりと行い、地域固有の食材やニーズへの対応、大手ナショ

ナルチェーンとのメニューの差別化とともに、固定客の確保など付加価値向上・売上向上

を目指すことは、地域の中小・中堅企業の展開にて有望な方向性の一つと考えられる。 

  

1 味千拉麺(ﾗｰﾒﾝﾚｽﾄﾗﾝ） 1 とんかつ新宿さぼてん（とんかつ専門店）
2 ﾋﾞｱｰﾄﾞ･ﾊﾟﾊﾟ（ｼｭｰｸﾘｰﾑ専門店） 2 鶴橋風月（お好み焼き屋）
3 ｻｲｾﾞﾘﾔ(ｲﾀﾘｱﾝ） 3 CoCo壱番屋（ｶﾚｰ専門店）
4 盛賀美（サがミ） 4 味千拉麺(ﾗｰﾒﾝﾚｽﾄﾗﾝ）
5 CoCo壱番屋（ｶﾚｰ専門店） 5 MANTEN-BOSHI Tokyo（洋食屋）
6 和民（居酒屋） 6 がってん寿司（回転すし）
7 8番ﾗｰﾒﾝ（ﾗｰﾒﾝ店） 7 東京ﾊﾔｼﾗｲｽ倶楽部(洋食屋）
8 ﾍﾟｯﾊﾟｰﾗﾝﾁ（ｽﾃｰｷFFS） 8 Aloha Table(ﾊﾜｲｱﾝ）
9 がってん寿司（回転すし） 9 一風堂（ﾗｰﾒﾝ店）

10 筑豊ﾗｰﾒﾝ山小屋(ﾗｰﾒﾝ店） 10 ぼてじゅう屋台（お好み焼き屋）
11 東京もつ酒場エビス参（もつ焼き居酒屋） 11 ﾓｽﾊﾞｰｶﾞｰ（ﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰFFS）
12 ﾓｽﾊﾞｰｶﾞｰ（ﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰFFS）
13 元気寿司（回転ずし）
14 ほっともっと（弁当屋）
15 たい夢（たい焼き屋）
16 ｶﾌｪ・ｸﾞﾗｯﾁｪ（レストラン）
17 はなまるうどん（うどん店）
18 ｲﾀﾘｱﾝﾄﾏﾄ(ｲﾀﾘｱﾝﾄﾏﾄｶﾌｪ）
19 焼肉でん（焼肉店）
20 ｶﾌﾟﾘﾁｮｰｻﾞ（ﾚｽﾄﾗﾝ）

中国＜主に上海＞　（2011年10月時点） 韓国（2011年10月時点）
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図表 5-4-6 リージョナル型（ローカル型）のチェーン店の例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

⑤中食産業の生産性の議論 46 

 食生活を「内食」・「中食」・「外食（惣菜）」の 3 つの構成で考えたとき、約 10 年前と比

べて中食の構成比率は高まっている。中食の構成比率は（一社）日本惣菜協会「2015 年版

惣菜白書」によると、2004 年は 10.3%であったが 2013 年には 12.7%となっている。この変

化は高齢化社会進展のほか、有職主婦層、単身世帯の増加などが背景となっている。社会

動態の変化のもと、ライフスタイルや価値観、食への意識、調理方法・機器の変化が中食

分野を拡大している要因になっている。また、健康、安心・安全、栄養バランス志向、簡

便思考、本物志向などのニーズ高まりもまた、それを埋めるものとして中食産業が大きな

役割を果たしていると考えられる。 

 

(1)中食産業の特徴 

 「５）外食・中食産業の生産性向上に向けての検討課題」にて、ここまでは可能な限り

外食・中食産業共通で見られる事項を取り上げてきた。ここでは、生産性向上を議論する

うえで中食産業固有の部分の整理を行う。 

中食産業と外食産業の大きな違いの一つとして外食産業はバイ・オーダーであるが、中

食産業は基本的には計画生産である点にある。そのため、店舗まで含めて作り置きが基本

になる。また、製造現場（工場等）があることも大きな違いとなる。そこで中食産業の取

り組みとして最も重要な事項の一つは朝・昼・晩のタイムマーチャンダイジングになって

いる。この部分で最終的にどの程度のロスが発生するか、そしてロスを抑えることができ

るかが生産性向上を考える上でのポイントになる。ここで、中食産業の業態として、製造

卸（販売店舗を持たない）と製造小売（販売店舗を持つ）ことも企業の生産性向上を検討

                                                   
46 ここでの内容は、主に（一社）日本惣菜協会「2015 年版惣菜白書」の内容や、本調査にて実施され

て（一社）日本惣菜協会へのヒアリング及び「外食・中食産業における生産性向上検討会」での議論に

基づく。 

・みよしの餃子（ぎょうざとカレー）【北海道】  
・和風レストランまるまつ（和食）【東北地方】    
・洋麺亭（パスタ）【群馬、長野、山梨】 
・ジャンゴ（パスタ）【群馬】      
・宇都宮みんみん（ぎょうざ）【栃木】     
・炭焼きレストランさわやか（ハンバーグ）【静岡】 
・THE FLYING-GARDEN（ハンバーグ）【北関東】  
・FRIENDLY（ファミリーレストラン）【京都、大阪、和歌山】    
・五味八珍（中華）【静岡、愛知】 
・スガキヤラーメン（ラーメン）【名古屋、東海地方】    
・ジョイフル（ファミリーレストラン）【九州地方】 
など 
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するうえでの差異につながる。 

 

図表 5-5-1 食生活の市場規模と中食の構成比率 

（上：2012 年～2013 年の数値に「袋物惣菜」の数値を含む 

下：「袋物惣菜」の数値を含まない） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：（一社）日本惣菜協会「2015 年版惣菜白書」2015 年 5 月 

 

 中食産業の生産性向上を議論するうえでの特徴を整理すると、おおよそ以下のようにな

る。 
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図表 5-5-2 中食産業の生産性を議論するうえでの特徴（一例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、ロスに対する製造卸・製造小売の解釈の違い（チャンスロスと欠品（販売ロス）

の違いなど）や販売段階まで含めた形にて、如何にしてロスを計算するかといった問題も

抱えている。 

そのほか、店舗を持つ製造小売の業態については、小売業同様にブランド力向上にかか

る課題を抱えている。ブランディングの方策としては、百貨店地下への進出やローカライ

ズ（ローカルチェーンやリージョナルチェーン）、アイテム数を絞った専門店化と高付加価

値化が考えられる。 

一方、人材面では「外国人技能実習制度」に惣菜製造が認定されたことも受けて、人材

活用における外国人の活用も課題になっている。 

 

(2)中食産業におけるリーディング企業の取り組み事例 

 以下、（一社）日本惣菜協会「2015 年版惣菜白書」における企業動向から、中食分野に

おけるリーディング企業の取り組みを整理する。 

  

◆作り置きが基本である 
⇒計画生産である 

◆製造工程がある 
⇒外食とは異なる大量生産技術の必要性 
⇒製造業と同様に工場内における効率化などが必要 

◆アイテム数が多い（注：ここでは米飯を含む総合惣菜を考える） 
⇒日持ちがきかない商品を一日に数回納入する（タイムマーチャンダイジング）。 
 かつアイテム数が多いと単品管理、単品ごとの販売計画策定が難しい。 

 ⇒工場内及びサプライチェーン・バリューチェーン上の効率化の必要性がある。 
 
     生産性向上のための課題としてロス対策が大きい 

・製造卸（自社で店舗なし）と製造小売（自社で店舗あり）の違い 
・どちらにしても販売店舗の段階まで含めた最終的なロス対応が必要 
 ・・・ 
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図表 5-5-3-1 中食産業におけるリーディング企業の取り組み事例（1/3） 

1.いなげや【東京都】従業員 1,862 人、売上（いなげや単体）164,500 百万円 

・デリカ専門子会社クックサン統合、ボリュームと美しさの面から店内調理を基本に置く 

・コスト面でも美味しさの面でも家庭で実現が難しいレベル 

・1 週間、10 アイテムの新商品投入。そのための開発体制。 

・写真の入った手順書を作成することで各店舗均一な商品生産 

・店舗横断的にスーパーバイザーを組織（売上、衛生面、店舗オペレーション、商品品質チェック）。 

・惣菜担当者は殆どが惣菜管理士、デリカアドバイザー資格取得 

・新商品の販売計画は、販売部店舗担当者、店長、スーパーバイザーが一緒に時間帯別に単品ごと

の週販計画を共有 

・早くからパートの戦力化促進（1 店舗につき 20～30 名、準社員として位置付け・待遇） 

2.オリジン東秀【東京都】従業員 551 人（パート 4,444 人）、売上 46,318 百万円 

・惣菜路面店チェーン最大規模。イオングループとのマーチャンダイジング融合で、スーパー惣菜

との相乗効果狙い。 

・保存料や合成着色料は一切使わず店内調理をすること、直前調理へのこだわりは変えない 

・原材料は全国ベストと考える産地から仕入れ、関東・関西の食材センターで料理キットにして配

送。店内で最終加工。 

・調味料も山梨県の工場でチルド製品にして生産。店内で最終加工。 

・「オリジン弁当」から、「キッチンオリジン」に主力業態を変換 

・働く女性が気軽に立ち寄れる惣菜店への回帰。女性顧客にフォーカスしたメニュー充実。Web サ

イトでの情報発信にも注力。 

・店舗では、昼食時は 3 名、夕方 2 名、深夜から早朝 2 名のスタッフでオペレーションする。 

3.柿安本店【三重県】従業員 3,692 人（社員 1,059 人、パート 2,633 人）、売上 43,473

百万円 

・高級肉料理店、精肉販売、中華点心等にて長年蓄積した加工技術を生かして「柿安ダイニング」

をデパ地下店。 

・ブランドの中心として、看板の牛めしの販売に力を入れる。 

・多様な業態を抱えているが、惣菜部門は総売上の 3 割を占め、営業利益率は 8.8%と業界水準を大

きく上回る。 

・プロの料理人（全社で 400 人）が店内で調理する百貨店惣菜の代表的ブランド。人材育成や集団

研修で技能向上を図る。 

・プロの料理を最大限に引き出すため、こだわりの食材を採用。生産者とタイアップ（京都九条葱、

あぐ～豚など） 

・この数年は全店定番の人気商品の上質化を一段と進めるとともにメニューの絞り込みで販売効率

アップを図る。 

・季節、期間限定商品の開発に重点を置いている。 

4.デリカスイト【岐阜県】正社員 100 人及びパート 1,300 人、売上 6,900 百万円 

・こだわりの当地地下水と地元高級米（ハツシモ）を使い、本社炊飯工場にて新たな 1 釜式のガス

直火炊きシステムで炊飯。 

・店舗内で炊飯するごはんは大垣の本社工場で浸漬したうえ、大垣の水を使い店舗内で炊き上げる

徹底ぶり。 

・惣菜類や約 40 アイテムを常時販売。殆どの店舗で最終加工調理を行う。 

・9 の販売地区をスーパーバイザーが統括。月 1 回、地区ごとのマネージャー会議を開催し、翌月

営業戦略や仕入計画確認。 

・メニューアイデアは従業員から出されることもあり。基本、メインメニューは全部統一している。 

・強い単品をつくるのが同社の目標。それを核に店舗の特色を出す。 

・その顧客に接し、食を通じたより身近な健康アドバイザーという考え。 

出典：（一社）日本惣菜協会「2015 年版惣菜白書」2015 年 5 月より整理 
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図表 5-5-3-2 中食産業におけるリーディング企業の取り組み事例（2/3） 

5.日本アクセス【東京都】従業員 3,523 人、売上（惣菜関連販売額）2,350 億円 

・低温物流に強みを持つ我が国最大規模の食品卸業が惣菜市場に参入。 

・全国 453 拠点の物流拠点と 1 日 8,500 台に及ぶ輸送トラック網を持つ。 

・各エリアにデリカ専門の組織を配置。スーパー・コンビニの惣菜売場に向けて企画提案、商品開

発、原料調達等の機能を発揮。 

・スーパー・コンビニの惣菜担当者と相談し、自社商品・メーカー商品に中から選別し、商品とと

もに売場提案も実施。 

・自社製品開発には、本社にて厨房設備を備えたテストキッチンを設置。 

・自社製品ＰＲのためには各コンベンションやトレードショーにも出展。 

・栄養管理士や惣菜管理士が中心となって開発した商品は、全国 25 の協力工場で生産。 

6.おべんとうのヒライ【熊本県】従業員 1,900 人（ﾊﾟｰﾄ等含む）、売上 13,500 百万円 

・熊本県を代表する老舗惣菜メーカー。福岡・佐賀・大分でも同様に出展。路面店とスーパー惣菜

テナントとの両輪で展開。 

・豊富なアイテム数、ボリューム、価格面で競争優位を持つ。 

・コンビニとの差別化の一要素として、都市型・駅前型立地店舗「まんま・家」を展開。店舗内調

理の弁当と総菜に注力。 

・路面店「おべんとうのヒライ」は、弁当 30、惣菜 40、煮物・サラダ等 20 アイテムを揃える。弁

当や総菜は工場で生産し、店内で盛り付け。 

・スーパーのテナント店は基本的に店内調理。弁当類は工場で生産して配送。 

・店舗からの受発注については、ホストサーバーによる管理システムを構築。売上 POS､店舗 PL、人

員管理を店舗端末から操作確認。 

・惣菜事業は食のインフラであると提唱。今後も九州を中心に店舗・ブランドトータルで 300 店を

目標に出展を予定。 

7.まつおか【愛知県】従業員 1,030 人（パート等を含む）、売上 7,000 百万円 

・百貨店デパ地下の和惣菜店の代表格。創業以来おふくろの味の和惣菜にこだわり、手作り出来立

ての商品を量り売りする。 

・家庭で仕込みと調理に時間のかかる煮物が中心。地元名古屋の地域特性を生かし、味噌や鶏肉、

こんにゃく等にこだわり。 

・基本は各店舗とも百貨店内厨房で食材の下処理から調理、販売まで実施。調達も店舗独自であっ

た。しかし、2010 年ごろから食材の一括調達に取り組み開始。2012 年にはカット野菜の内製化の

ためセントラルキッチンを新設。効率化も進める。 

・今後は、百貨店内の厨房設備に制約が強まる、または駅ビル等への出展も視野にいれ、東京にも

セントラルキッチンを新設。 

・定番メニュー500、うち季節に応じた 150 前後のアイテムから約 25 アイテムを日・週・月替わり

で提供。顧客を飽きさせない配慮。 

・定番のほか、必ず旬のメニューも導入。100 近いメニューから 10 品前後を品揃えする。 

・20～30 歳代の若い主婦層をターゲットにした新業態「ママぴこりーね」も出店。その他、新業態

で需要喚起（年間 2～3 店舗）。 

8.ヤオコー【埼玉県】従業員 10,860 人（パート・アルバイト 8,369 人）、売上 46,318

百万円 

・平均店舗の惣菜売場 50 尺、強い単品商品を集中陳列して、コーナー化を図ること魅力的な売場を

展開。 

・出来立て、作り立ての料理を提供する店内調理・販売を原則としている。標準店舗では調理ピー

クを 2 回も設けて対応する。 

・調理ピーク時間帯以外は販売状況を見ながら商品を補充する。「夜 7 時を過ぎても惣菜を作る」、

「何時も出来立ての」の高鮮度化が消費者の指示を得る。 

・高鮮度と店内オペレーション両立のためデリカ・生鮮センター開設。一部の惣菜は生産し、弁当

の具材はセットして店舗に配送。 

・廃棄豊富で作り立ての品揃えを実現しつつ、ロス率は 9%以内。一定時間を過ぎた商品は値引き販

売、試食に回す等で対応。 

・生産性の追求のため、技術認定制度導入。年間 50 回の研修を行い、合格すると称号付与。モチベ

ーションアップに繋がる。 

出典：（一社）日本惣菜協会「2015 年版惣菜白書」2015 年 5 月より整理 
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図表 5-5-3-3 中食産業におけるリーディング企業の取り組み事例（3/3） 

9.ロック・フィールド【兵庫県】従業員 1,520 人（正社員・契約社員）、売上 49,700

百万円 

・百貨店惣菜のリーディングカンパニー。神戸コロッケ、RF1 等、７ブランド 330 店の惣菜店を展

開。 

・他と差別化する独自分野として「サラダ」の可能性を追求。「サラダと言えばロック・フィールド」

という独自のポジション確立。 

・新価値惣菜を作る工場として静岡ファクトリ―設立。原材料のレタス類の約 9 割を契約産地から

調達。 

・既存店舗の強化として、ブランド間でメニュー共有、ショーケースの入れ替え、ビジュアルマー

チャンダイジング徹底。 

・神戸ヘッドオフィスファクトリー、静岡ファクトリーでは保育施設を設けるなど従業員の働く環

境づくり。 

・2015 年 4 月期の販売強化策として、顧客満足度向上による来店数向上、店舗の基本品揃え進化の

ための仕組み等を作る（高付加価値な原材料を使う商品を育成・販売する仕組み、商品開発力強化

策として高付加価値なプレミアム商品、日持ち可能なキット商品、料理系商品の強化、買い合わせ

促進のための＋１商品の開発） 

10.わらべや日洋【東京都】従業員 920 人、売上（連結）201,680 百万円 

・セブンイレブンジャパンの米飯群・惣菜群のベンダー。コンビニへの供給ベンダーとして中食産

業のリーディングカンパニー 

・最近ではチルド温度帯商品の比率が高まり、2014 年 6 月には浦和に専用工場を稼働開始。 

・わらべや日洋を中核とするフレボグループ全体で食材から物流まで手掛ける。安心安全な商品提

供品、高水準な品質管理を実現。 

・わらべや日洋のみならず、わらべや関西・東海・北海道の各社・各地域別に商品開発部がある。

全国 180 人の開発部位が地域に対応した新商品を開発。 

・新しい商品を均一、大量に生産できる設備導入。省力化に向けた生産設備の開発にも注力。 

・海外事業の拡大 

出典：（一社）日本惣菜協会「2015 年版惣菜白書」2015 年 5 月より整理 

 

⑥外食・中食産業の課題整理と生産性の取り組み例 
 今後実際に外食・中食産業に属する企業等に対して、生産性向上の取り組みを促してい

くことを考えたとき、業種・業態や規模等によって企業等が抱える課題が異なると想定さ

れる。そのため、実際に検討・導入しうる生産性向上の取り組みにも差異がでてくると考

えられる。 
 以下、外食産業に関しては「業種・業態／規模別」、中食産業に関しては「製造卸（自

社で店舗を持たない）・製造小売（自社で店舗を持つ）／ロスの種類別」にて想定される

課題を整理した 47。 
 特に労働集約的で小規模事業者が多くを占める外食・中食産業においては、日々の業務

が直接的な手作業かつ属人的になりがちである。また、共通的な課題として「業務プロセ

ス改革」と「経営者の意識改革」で示した事項についても、よりいち早く生産性向上に取

り組んでいた製造業等の他産業と比べても遅れている、または産業内にまだまだ根付いて

いないと考えられる。そういった基礎的な部分にも注意を向けつつ、生産性向上への取り

組みを考える必要がある。 
 
                                                   
47 ここでの各種分類・区分け方法はあくまで「外食・中食産業における生産性向上検討会」及び検討会

委員からの意見、各種資料等から総合的に検討したものである。また、整理された課題はあくまで一例

である。 
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(1)外食産業が抱える課題例 
 
図表 5-6-1-1 外食産業が抱える課題（業種・業態、規模別）（1/6） 

活用  

シーン 

業種・ 

業態  

主な客単

価水準  

（中：約

3,000 円

を境） 

業務  

領域  

主に小規模  

よりのケース 

主に大規模  

よりのケース 

食事  

中心  

レストラン

（ファミリー

レストラン

以外）・食

堂等  

  

  

  

低～中  

人事関

係  
・従業員の労務管理  

・アルバイト、パートの効率的な確保と

配置  

・従業員の労務管理  

・従業員の教育や評価  

  
仕入・発

注関係  

・仕入、発注業務の効率化  

・材料の管理、棚卸の効率化  

・仕入、発注業務の効率化  

・材料の管理、棚卸の効率化  

・ロス発生対策  

  
売上・業

績関係  

・レジの効率化  

・帳簿類作成の効率化  

・レジの効率化  

・帳簿類作成の効率化  

・日報や週報、月報作成の効率化  

・業績データの分析と経営への反映  

  
販促・顧

客関係  

・予約受付の効率化  

・新規顧客獲得  

・リピーター化、固定客化  

・注文等の店舗オペレーション効

率化  

・予約受付の効率化  

・新規顧客獲得  

・リピーター化、固定客化  

・注文等の店舗オペレーション効率化  

・顧客データの分析と経営への反映  

  

ビストロ・ダ

イニング・

創作料理

等  

  

  

  

中～高  

人事関

係  

・料理人の確保と育成  

・従業員の労務管理  

・料理人の確保と育成  

・アルバイト、パートの効率的な確保と

配置  

・従業員の労務管理  

・従業員の教育や評価  

  
仕入・発

注関係  

・仕入、発注業務の効率化  

・固定費の削減（仕入やメニュー

の工夫等） 

・材料の管理、棚卸の効率化  

・仕入、発注業務の効率化  

・固定費の削減（仕入やメニューの工

夫等） 

・材料の管理、棚卸の効率化  

・ロス発生対策  

  
売上・業

績関係  

・レジの効率化  

・帳簿類作成の効率化  

・レジの効率化  

・帳簿類作成の効率化  

・日報や週報、月報作成の効率化  

・業績データの分析と経営への反映  

  
販促・顧

客関係  

・予約受付の効率化  

・新規顧客獲得  

・リピーター化、固定客化  

・注文等の店舗オペレーション効

率化  

・予約受付の効率化  

・新規顧客獲得  

・リピーター化、固定客化  

・注文等の店舗オペレーション効率化  

・顧客データの分析と経営への反映  
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図表 5-6-1-2 外食産業が抱える課題（業種・業態、規模別）（2/6） 

活用  

シーン 

業種・ 

業態  

主な客単

価水準  

（中：約

3,000 円

を境） 

業務  

領域  

主に小規模  

よりのケース 

主に大規模  

よりのケース 

食事

中心  

各国料理

（和食・中

華・洋食、

イタリアン・

フレンチ、

韓国、アジ

ア料理等） 

  

  

  

中～高  

人事関

係  

・料理人の確保と育成  

・従業員の労務管理  

・料理人の確保と育成  

・アルバイト、パートの効率的な確保と

配置  

・従業員の労務管理  

・従業員の教育や評価  

  
仕入・発

注関係  

・固有、特殊な材料の仕入ルー

ト確保  

・固定費の削減（仕入やメニュー

の工夫等） 

・仕入、発注業務の効率化  

・材料の管理、棚卸の効率化  

・固有、特殊な調理工程への対

応  

・固有、特殊な材料の仕入ルート確保  

・仕入、発注業務の効率化  

・固定費の削減（仕入やメニューの工

夫等） 

・材料の管理、棚卸の効率化  

・固有、特殊な調理工程への対応  

・ロス発生対策  

  
売上・業

績関係  

・レジの効率化  

・帳簿類作成の効率化  

・レジの効率化  

・帳簿類作成の効率化  

・日報や週報、月報作成の効率化  

・業績データの分析と経営への反映  

  
販促・顧

客関係  

・予約受付の効率化  

・新規顧客獲得  

・リピーター化、固定客化  

・注文等の店舗オペレーション効

率化  

・予約受付の効率化  

・新規顧客獲得  

・リピーター化、固定客化  

・注文等の店舗オペレーション効率化  

・顧客データの分析と経営への反映  

  

焼肉、お好

み焼き、鉄

板焼き、す

き焼き・しゃ

ぶしゃぶ、

鍋等  

  

  

  

中～高  

人事関

係  
・従業員の労務管理  

・アルバイト、パートの効率的な確保と

配置  

・従業員の労務管理  

・従業員の教育や評価  

  
仕入・発

注関係  

・固有、特殊な材料の仕入ルー

ト確保  

・固定費の削減（仕入やメニュー

の工夫等） 

・仕入、発注業務の効率化  

・材料の管理、棚卸の効率化  

・固有、特殊な材料の仕入ルート確保  

・仕入、発注業務の効率化  

・固定費の削減（仕入やメニューの工

夫等） 

・材料の管理、棚卸の効率化  

・ロス発生対策  

  
売上・業

績関係  

・利用頻度が比較的低いなかで

の差別化  

・レジの効率化  

・帳簿類作成の効率化  

・利用頻度が比較的低いなかでの差

別化  

・レジの効率化  

・帳簿類作成の効率化  

・日報や週報、月報作成の効率化  

・業績データの分析と経営への反映  

  
販促・顧

客関係  

・予約受付の効率化  

・新規顧客獲得  

・リピーター化、固定客化  

・注文等の店舗オペレーション効

率化  

・予約受付の効率化  

・新規顧客獲得  

・リピーター化、固定客化  

・注文等の店舗オペレーション効率化  

・顧客データの分析と経営への反映  
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図表 5-6-1-3 外食産業が抱える課題（業種・業態、規模別）（3/6） 

活用  

シーン 

業種・ 

業態  

主な客単

価水準  

（中：約

3,000 円

を境） 

業務  

領域  

主に小規模  

よりのケース 

主に大規模  

よりのケース 

食事

中心  

すし、割

烹、料亭等  

  

  

  

高  

人事関

係  

・料理人の確保と育成  

・従業員の労務管理  

・料理人の確保と育成  

・アルバイト、パートの効率的な確保と

配置  

・従業員の労務管理  

・従業員の教育や評価  

  
仕入・発

注関係  

・固有、特殊な材料の仕入ルー

ト確保  

・固定費の削減（仕入やメニュー

の工夫等） 

・仕入、発注業務の効率化  

・材料の管理、棚卸の効率化  

・固有、特殊な材料の仕入ルート確保  

・仕入、発注業務の効率化  

・固定費の削減（仕入やメニューの工

夫等） 

・材料の管理、棚卸の効率化  

・ロス発生対策  

  
売上・業

績関係  

・レジの効率化  

・帳簿類作成の効率化  

・レジの効率化  

・帳簿類作成の効率化  

・日報や週報、月報作成の効率化  

・業績データの分析と経営への反映  

  
販促・顧

客関係  

・予約受付の効率化  

・新規顧客獲得  

・リピーター化、固定客化  

・注文等の店舗オペレーション効

率化  

・予約受付の効率化  

・新規顧客獲得  

・リピーター化、固定客化  

・注文等の店舗オペレーション効率化  

・顧客データの分析と経営への反映  

  

ファミリーレ

ストラン、

回転すし、

ステーキハ

ウス等  

低  

人事関

係  

・アルバイト、パートの効率的な

確保と配置  

・従業員の労務管理  

・従業員の教育や評価  

・アルバイト、パートの効率的な確保と

配置  

・従業員の労務管理  

・従業員の教育や評価  

・業務や作業の標準化、統一化  

  
仕入・発

注関係  

・計画的かつ効率的な仕入、発

注  

・計画的かつ効率的な在庫管理  

・調理工程の効率化（キッチンシ

ステム高度化等） 

・計画的かつ効率的な仕入、発注  

・計画的かつ効率的な在庫管理  

・調理工程の効率化（セントラルキッチ

ン導入等） 

  
売上・業

績関係  

・レジの効率化  

・帳簿類作成の効率化  

・レジの効率化  

・帳簿類作成の効率化  

・日報や週報、月報作成の効率化  

・業績データの分析と経営への反映  

  
販促・顧

客関係  

・新規顧客獲得  

・注文等の店舗オペレーション効

率化  

・新規顧客獲得  

・注文等の店舗オペレーション効率化  

・顧客データの分析と経営への反映  
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図表 5-6-1-4 外食産業が抱える課題（業種・業態、規模別）（4/6） 

活用  

シーン 

業種・ 

業態  

主な客単

価水準  

（中：約

3,000 円

を境） 

業務  

領域  

主に小規模  

よりのケース 

主に大規模  

よりのケース 

食事

中心  

ラーメン、

そば、うど

ん等  

低  

人事関

係  
・従業員の労務管理  

・アルバイト、パートの効率的な確保と

配置  

・従業員の労務管理  

・従業員の教育や評価  

・業務や作業の標準化、統一化  

  
仕入・発

注関係  

・仕入、発注業務の効率化  

・材料の管理、棚卸の効率化  

・計画的かつ効率的な仕入、発注  

・計画的かつ効率的な在庫管理  

・調理工程の効率化（キッチンシステ

ム高度化、セントラルキッチン導入等） 

  
売上・業

績関係  

・レジの効率化  

・帳簿類作成の効率化  

・レジの効率化  

・帳簿類作成の効率化  

・日報や週報、月報作成の効率化  

・業績データの分析と経営への反映  

  
販促・顧

客関係  

・新規顧客獲得  

・リピーター化、固定客化  

・注文等の店舗オペレーション効

率化  

・新規顧客獲得  

・リピーター化、固定客化  

・注文等の店舗オペレーション効率化  

・顧客データの分析と経営への反映  

飲酒  

中心  

居酒屋（焼

き鳥含

む）、バー、

ワインバ

ー、ビアホ

ール、パブ

等  

低～中  

人事関

係  
・従業員の労務管理  

・アルバイト、パートの効率的な確保と

配置  

・従業員の労務管理  

・従業員の教育や評価  

・業務や作業の標準化、統一化  

  
仕入・発

注関係  

・固有、特殊な材料の仕入ルー

ト確保  

・固定費の削減（仕入やメニュー

の工夫等  

・仕入、発注業務の効率化  

・材料の管理、棚卸の効率化  

・計画的かつ効率的な仕入、発注  

・計画的かつ効率的な在庫管理  

・調理工程の効率化（キッチンシステ

ム高度化、セントラルキッチン導入等） 

  
売上・業

績関係  

・レジの効率化  

・帳簿類作成の効率化  

・レジの効率化  

・帳簿類作成の効率化  

・日報や週報、月報作成の効率化  

・業績データの分析と経営への反映  

  
販促・顧

客関係  

・新規顧客獲得  

・リピーター化、固定客化  

・注文等の店舗オペレーション効

率化  

・予約受付の効率化  

・新規顧客獲得  

・リピーター化、固定客化  

・注文等の店舗オペレーション効率化  

・顧客データの分析と経営への反映  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 
 

図表 5-6-1-5 外食産業が抱える課題（業種・業態、規模別）（5/6） 

活用  

シーン 

業種・ 

業態  

主な客単

価水準  

（中：約

3,000 円

を境） 

業務  

領域  

主に小規模  

よりのケース 

主に大規模  

よりのケース 

軽食  

中心  

ファーストフ

ード（ハン

バーガー、

サンドイッ

チ等） 

低  

人事関

係  

・アルバイト、パートの効率的な

確保と配置  

・従業員の労務管理  

・アルバイト、パートの効率的な確保と

配置  

・従業員の労務管理  

・従業員の教育や評価  

・業務や作業の標準化、統一化  

  
仕入・発

注関係  

・仕入、発注業務の効率化  

・材料の管理、棚卸の効率化  

・計画的かつ効率的な仕入、発注  

・計画的かつ効率的な在庫管理  

・調理工程の効率化（キッチンシステ

ム高度化、セントラルキッチン導入等） 

  
売上・業

績関係  

・レジの効率化  

・帳簿類作成の効率化  

・レジの効率化  

・帳簿類作成の効率化  

・日報や週報、月報作成の効率化  

・業績データの分析と経営への反映  

  
販促・顧

客関係  

・新規顧客獲得  

・注文等の店舗オペレーション効

率化  

・新規顧客獲得  

・注文等の店舗オペレーション効率化  

・顧客データの分析と経営への反映  

  

牛丼、カレ

ー等（一品

もの専業） 

  

  

  

低  

人事関

係  

・アルバイト、パートの効率的な

確保と配置  

・従業員の労務管理  

・アルバイト、パートの効率的な確保と

配置  

・従業員の労務管理  

・従業員の教育や評価  

・業務や作業の標準化、統一化  

  
仕入・発

注関係  

・仕入、発注業務の効率化  

・材料の管理、棚卸の効率化  

・計画的かつ効率的な仕入、発注  

・計画的かつ効率的な在庫管理  

・調理工程の効率化（キッチンシステ

ム高度化、セントラルキッチン導入等） 

  
売上・業

績関係  

・レジの効率化  

・帳簿類作成の効率化  

・レジの効率化  

・帳簿類作成の効率化  

・日報や週報、月報作成の効率化  

・業績データの分析と経営への反映  

  
販促・顧

客関係  

・新規顧客獲得  

・注文等の店舗オペレーション効

率化  

・新規顧客獲得  

・注文等の店舗オペレーション効率化  

・顧客データの分析と経営への反映  

  

立ち食業

態のラーメ

ン、そば、う

どん 

  

  

  

低  

人事関

係  

・アルバイト、パートの効率的な

確保と配置  

・従業員の労務管理  

・アルバイト、パートの効率的な確保と

配置  

・従業員の労務管理  

・従業員の教育や評価  

・業務や作業の標準化、統一化  

  
仕入・発

注関係  

・仕入、発注業務の効率化  

・材料の管理、棚卸の効率化  

・調理工程の効率化（作り置き

等） 

・計画的かつ効率的な仕入、発注  

・計画的かつ効率的な在庫管理  

・調理工程の効率化（キッチンシステ

ム高度化、セントラルキッチン導入等） 

  
売上・業

績関係  

・レジの効率化  

・帳簿類作成の効率化  

・レジの効率化  

・帳簿類作成の効率化  

・日報や週報、月報作成の効率化  

・業績データの分析と経営への反映  

  
販促・顧

客関係  

・リピーター化、固定客化  

・注文等の店舗オペレーション効

率化  

・リピーター化、固定客化  

・注文等の店舗オペレーション効率化  

・顧客データの分析と経営への反映  
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図表 5-6-1-6 外食産業が抱える課題（業種・業態、規模別）（6/6） 

活用  

シーン 

業種・ 

業態  

主な客単

価水準  

（中：約

3,000 円

を境） 

業務  

領域  

主に小規模  

よりのケース 

主に大規模  

よりのケース 

軽食

中心  

喫茶店・カ

フェ 

  

  

  

低  

人事関

係  

・アルバイト、パートの効率的な

確保と配置  

・従業員の労務管理  

・アルバイト、パートの効率的な確保と

配置  

・従業員の労務管理  

・従業員の教育や評価  

・業務や作業の標準化、統一化  

  
仕入・発

注関係  

・仕入、発注業務の効率化  

・材料の管理、棚卸の効率化  

・計画的かつ効率的な仕入、発注  

・計画的かつ効率的な在庫管理  

・調理工程の効率化（キッチンシステ

ム高度化、セントラルキッチン導入等） 

  
売上・業

績関係  

・レジの効率化  

・帳簿類作成の効率化  

・レジの効率化  

・帳簿類作成の効率化  

・日報や週報、月報作成の効率化  

・業績データの分析と経営への反映  

  
販促・顧

客関係  

・新規顧客獲得  

・リピーター化、固定客化  

・注文等の店舗オペレーション効

率化  

・新規顧客獲得  

・リピーター化、固定客化  

・注文等の店舗オペレーション効率化  

・顧客データの分析と経営への反映  

 
なお、ここでは規模別として、大まかに小規模及び大規模に分けて課題整理を行ったが、

特に小規模よりのケースでは、例え課題に対して明確な認識を持つに至っても、人材・モ

ノ・資金、及び情報といった経営リソースが大手企業と比べて不足しているため、課題解

決に自力で取り組むのが難しいケースが多いと考えられる。 
 
 
【補足】その他視点－外食産業を業態（≒客単価）で見る視点と個店・生業店の生産性な

どについて 
外食産業を客単価すなわち業態別と市場規模で見た場合、次のようなピラミッド型の構

造が想定される（縦軸が客単価、横軸が市場規模）。客単価によって、正社員とパート・ア

ルバイトなどの比率や単位時間当たりの売上高も異なる可能性がある。 
ここで、主に「分母（＝効率性向上）」を中心にした生産性向上が求められる層として、

客単価 3,000 円以下の層 が考えられる。それ以上の客単価の層は、比較的粗利益額を確保

しやすく、プロの料理人を中核とした層である。そのため、比較的サービスに対する価格

設定（サービス料など）もしやすいと想定される。一方、客単価 3,000 円以下の層は、主

に大手企業によるナショナルチェーンが中心である。効率的な多店化と店舗運営のため、

パート・アルバイトの積極的な活用と調理を含む業務プロセスの自動化・省力化等が必要

とされる層である。 
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図表 5-6-2 飲食業態と客単価の相関（イメージ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 一方、外食産業の生産性の議論では、個店・生業店について生産性向上は馴染まないと

よく言われている。確かにその一面はあるが、個店・生業店といえども、バックヤードの

業務は存在する。例えば、その業務を効率化して業務負担を圧縮することにより、「分子（＝

付加価値向上・売上向上）」のための注力できる時間を確保できるようになる。 

個店・生業店はまさしく大手ナショナルチェーンとは差別化されたメニュー、おもてな

し等の接客、固定客の満足度を向上させる取り組みで付加価値向上・売上向上を図ってい

ると考えられる。チェーン店のように「分母（＝効率性向上）」を中心とした取り組みでは

なく、広い意味で「分子（＝付加価値向上・売上向上）」も含めて生産性を考えることが重

要である。 

その他、店舗数の規模については、経営の方法に変化が生じる区分けを検討することで

更に細かく分類できる 48。 

                                                   
48 例えば、「外食・中食産業における生産性向上検討会」の議論にて、およそ 30 店舗からナショナルチ

ェーン化に向けての取り組みが必要になってくるため、30 店舗が 1 つの境目であるとの指摘があった。

なお、全体で見れば、「1・3・11・30・100」の店舗数がおよそ経営の方法に変化が生じる境目になるの

ではないかといった指摘である。 
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(2)外食産業の生産性向上の取り組み例 
「付加価値、客単価を向上／効率化等により回転率を高める」視点から、外食産業の生産性向上の取り組み例を以下に示す。合わせて、

「個店」・「複数店舗・チェーン店（規模別）」で見たイメージ、「主に人ベースの取り組み」・「主に設備投資が伴う取り組み」で見

たイメージを示す。 
 
図表 5-6-3-1 外食産業の生産性向上の取り組み例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ＰＲ、情報提供
・ホームページ、ＳＮＳ、チラシ、雑誌等
など

◆顧客管理・分析
・ターゲット層の明確化、嗜好把握
など

◆物件取得、出展計画等
・エリアを限定したドミナント展開
・家賃比率を下げる
・リサイクル品活用等の初期投資抑制
・メニューのターゲット層と立地の整合性
など

◆人事関係

・客観的な評価項目設定と評価システム
の運用
・社内での資格制度
など

方向性に関わらず共有と思わるもの
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図表 5-6-3-2 外食産業の生産性向上の取り組み例（個展、複数店舗で見たイメージ） 
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図表 5-6-3-3 外食産業の生産性向上の取り組み例（主に人ベースの取り組み、主に設備投資が伴う取り組みで見たイメージ）  
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(3)中食産業が抱える課題例 
 
図表 5-6-4 中食産業が抱える課題（製造卸・製造小売、ロスの種類別） 
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(4)中食産業の生産性向上の取り組み例 
「付加価値、客単価を向 ／効率化等やロスに対応する」視点から、中食産業の生産性向上の取り組み例を以下に示す。合わせて、「製

造卸」・「製造小売」で見たイメージ、「主に人ベースの取り組み」・「主に設備投資が伴う取り組み」で見たイメージを示す。  
 
図表 5-6-5-1 中食産業の生産性向上の取り組み例 
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図表 5-6-5-2 中食産業の生産性向上の取り組み例（製造卸、製造小売で見たイメージ） 
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図表 5-6-5-3 中食産業の生産性向上の取り組み例（主に人ベースの取り組み、主に設備投資が伴う取り組みで見たイメージ）  
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⑦今後の課題など 49 

 今後、外食・中食産業の生産性向上の取り組みを広く促進するために、以下のような事

項の検討・取り組みが必要と考えられる。 

 

(ア) 生産性の数値自体は必ずしも経営の第一目標にはなり得ない。しかし、賃金向上や従

業員確保・維持といった産業全体としての課題解決とリンクしているものであり、経

営者に対して生産性向上への意識醸成が必要である。特に、単なる効率化のみの推進

や過大なマンパワー投入によって現場に大きな負荷をかけるのではなく、「分子（＝

付加価値向上・売上向上）」と「分母（＝効率性向上）」のバランスをもった生産性

向上に取り組んでいくことが重要である。 
 

(イ) 経営者が生産性向上に係る人事管理や人事評価、または業務プロセスの改善等といっ

た各種方法を学ぶ機会が必要である。各種方法については、まだまだ生産性向上への

取り組みが他産業（製造業等）と比べて根付いていない、普及していないことを想定

して、基本的かつ共通的な事項から押さえるのが大切である 50。 
 

(ウ) 生産性向上の取り組みを実際に企業や事業者に普及させるため、業種・業態別、規模

別など、経営のやり方や抱える課題に差異が発生する要因を今後も精査・深堀してい

く必要がある。そして、ターゲットを分けた形にて、より効果的・効率的な生産性向

上の普及策を検討していく必要がある。 
同時に、各地域や業界にて専門家や各団体等と連携し、普及啓発とともに意欲ある

企業を発掘し、具体的な企業の取り組みを支援できる体制構築と具体的支援策の検討

を進めることも重要である。 
 

(エ) 日本の高いサービス品質を価格等に反映させるためにも、品質の高さを見える形で示

す仕組み・指標等の検討が必要である。同時に、主に製造業での評価が前提になって

いると考えらえる生産性指標（人時売上高、人時生産性等）に代替するような、外食・

中食産業の実態をより評価できる指標等の検討と開発が望まれる。 
また、生産性向上については「分子（＝付加価値向上・売上向上）」が重要であり、

例えばインバウンド対応など、産業全体で「分子（＝付加価値向上・売上向上）」に

つながる要因を把握・分析していく必要がある。 
 

上記の実現のためにも、今後も外食・中食産業の内外にて、生産性向上の取り組みの優

良事例研究や産業の壁を越えたプレイヤー間（企業のみならず、行政や企業支援者も含む）

の意見交換が有効と考えられる。 

                                                   
49 あくまで「外食・中食産業における生産性向上検討会」等で指摘されたものを中心に取り上げる。  
50 森川正之「サービス産業の生産性分析  ミクロデータによる実証」（日本評論社、2014 年）によると、

狭義のサービス業は労働生産性や TFP（全要素生産性）のばらつきが製造業に比べてかなり大きいとの

指摘がある。そのため、製造業に比べて生産性の企業格差が大きく、低い生産性企業のキャッチアップ

を通じた格差縮小によって産業全体の生産性が上昇する余地があるとしている。  
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【補足】インバウンド対応について 
 ここでのインバウンド対応は、必ずしも現状による訪日観光客増加に任せてその消費支

出増大に期待することを意味するものではない。2020 年の東京オリンピックを境に、将来

にわたって訪日外国人観光客の動向を見るとき、客数及び消費が安定的に伸びていけるか

どうかについては課題も残されている。例えば、東京都内だけでも飲食店の数は 8 万店舗

あると言われている。数が多いゆえに競争も激しく、訪日観光客が増えたからと言って、

必ずしも全ての店舗にその恩恵が行き渡るわけではない。また、現在アジアからの客数の

伸びに依存しすぎている点もあり、今後もその傾向が続くとは限らない。 
2003 年から 2014 年までの 11 年間の地域別訪日観光客数の推移をみると、アジアから

の観光客数が全体の約 9 割を占め 51、逆にヨーロッパやアメリカなどの先進国からの観光

客はほとんど伸びていない。インバウンド消費に関するマーケティングの観点から見ると、

このアジアへの偏りは将来の安定的・持続的で多様な発展を目指す上で、問題をはらんで

いると考えられる。そのため、より日本の文化や自然全体への関心が高い欧米（アジア勢

は買い物等が中心）からの誘客と対応により、東京オリンピック以降も安定的・継続的な

インバウンド消費獲得につながっていくと思われる。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
51 観光庁資料による。  
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①「外食・中食産業における生産性向上検討会」委員一覧 

 
 

（敬称略・五十音順） 

氏名    所属               役職   

 

加藤 一隆 一般社団法人日本フードサービス協会 顧問・理事 

 
竹田 邦弘 株式会社リクルートライフスタイル  飲食情報営業統括部 
   エヴァンジェリスト 
 

通山 茂之 株式会社柴田書店  月刊食堂 編集長 

 

野沢  清 サービス産業生産性協議会 部長 

 

原田 啓助 東京都飲食業生活衛生同業組合 理事長 

 （ 有限会社大鵬  代表取締役社長 ） 

 

藤木 吉紀 一般社団法人日本惣菜協会 専務理事 

 

三村麻里香 株式会社ぐるなび総研 研究員 

        （ 株式会社ぐるなび 総合政策室 シニアリーダー ） 

 

安田  理 有限会社フードビジネス企画開発室 代表取締役 
  （ 大阪あべの辻調理師専門学校  

同技術研究所、エコール辻大阪 講師     ） 
 

 

 

 
 
 



74 
 

②「外食・中食産業における生産性向上検討会」開催日時等 

 

(1)第1回 
 
日時： 平成 27 年 10 月 6 日（火）14 時 00 分～16 時 00 分 
場所： 農林水産省食料産業局 第 3 会議室（本館 6 階 ドア番号 628） 
 東京都千代田区霞が関１丁目２−１ 
議事次第 

(１) 開会 
(２) 農林水産省挨拶  
(３) 委員紹介 
(４) 我が国外食産業における生産性向上について 
(５) その他 
(６) 閉会 

 

 

(2)第2回 
 
日時： 平成 28 年 2 月 12 日（金）16 時 00 分～17 時 30 分 
場所： 農林水産省食料産業局 第 4－第 5 会議室（本館 6 階 ドア番号 635） 

東京都千代田区霞が関１丁目２−１ 
議事次第 

(１) 開会 
(２) 出席者紹介 
(３) 我が国外食・中食産業における生産性向上について（生産性向上に向けての検討課題） 
(４) その他 
(５) 閉会 

 


