
株式会社 大戸屋ホールディングス
OOTOYA Holdings Co., Ltd.
〒180-0006　東京都武蔵野市中町1-20-8 三井生命三鷹ビル5Ｆ
TEL 0422-26-2600
http://www.ootoya.jp/

● 100株以上保有の株主様
2,500円相当のお食事券（500円券×5枚）または、 
精米2kg
● 1,000株以上保有の株主様
13,000円相当のお食事券（500円券×26枚）または、
精米10kg
※ お食事券は国内の大戸屋グループ全店でご利用いただけます。

株 主 ご 優 待 の ご 内案

ご優待対象基準・ご優待内容
対象となる株主様
毎年3月31日現在の株主名簿に記載または記録された
当社株式1単元（100株）以上保有の株主様。

株主メモ
事 業 年 度 毎年4月1日から3月31日まで
定 時 株 主 総 会 毎年6月開催

基 準 日

定時株主総会／毎年3月31日 
期末配当金／毎年3月31日
中間配当金を支払うときは毎年9月30日
その他必要のあるときはあらかじめ公告して
決める一定の日

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号　
三菱UFJ信託銀行株式会社

同事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号　
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

同 事 務 取 扱 所
郵便物送付先

お問い合わせ先

〒137-8081東京都江東区東砂七丁目10番11号　
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
電話 0120-232-711（ 　 フリーダイヤル）

同 取 次 所 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店

公 告 方 法

電子公告の方法により行います。ただし、やむ
を得ない事由により電子公告をすることができ
ない場合は、日本経済新聞に掲載します。
公告掲載の当社ホームページアドレス　
http://www.ootoya.com/ir/
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シリーズ企画

大戸屋のこだわり
その昔、おばあちゃんが糠床（ぬかどこ）をひと回しして

いたひと手間。
お母さんが家族のお味噌汁を作るために、鰹や昆布から

ひいていた出汁。
どれも古きよき、ニッポンの家庭食の姿です。
この姿を受け継いでいくため、そしてお客様においしく
召し上がっていただけるように、大戸屋ではお店で出汁を
ひいたり、食材をひとつひとつ漬け込んだり、ひと手間くわえて
丁寧に手作りしています。
お母さん、そのまたお母さんが家族を想って手間をおしまず

に毎日続けてくれたことをお店でも同じようにすることに
こだわっています。

大根
おろし

出 汁手造り
豆腐

鰹本枯節

第32期

株 主 通 信
2014年4月1日-2015年3月31日

株式会社　大戸屋ホールディングス
証券コード： 2705



2015年３月期の振り返り
消費税増税後の個人消費の足踏みが続く中、集中豪雨や台風

の影響もあり、特に夏場には、来客数の落ち込みが見られまし
たが、次回消費税増税の延長発表後、年末から年度末にかけて
は好調に推移し、既存店売上高は前年比101.1％となりました。

一方で、食材価格の全般的な高騰、水道光熱費・人件費の上
昇などの影響を受け、増収減益という結果となったこと、ま
た、既存店来客数が前年比98.7％と100％を割ってしまった
こと、この２点の改善に努めていくことが、来期以降の大きな
経営課題になると認識しています。

商品・店舗・接客のクオリティを磨き 
ブランド力を向上
最近では、原価が上昇したからといって、お客様に提供す

るメニュー価格に、単にそのまま上乗せするわけにはいきま

せん。価格の上げ下げで利益をコントロールするという発想
ではなく、いろいろと知恵を絞り、工夫し、付加価値を上げる
ことが必要です。商品メニューに磨きをかけるのはもちろん
のこと、さらなる安全・安心の追求、店舗の清潔さ、接客の心
地よさなど、総合的にブランド価値を上げること、そうした
努力をすることが何より大切です。

当期は、大戸屋のボリュームプライスゾーンより高めの
1,200円〜1,500円の定食の提供も始めましたが、想定以上
にご注文をいただいています。これは、創業から変わらず
守り続けてきた、大戸屋のこだわり「店内調理を活かした
本当に美味しい家庭食」に対するご支持であり、期待の大き
さの表れであると捉えています。

日本の家庭食の魅力をグローバルに 
発信する出店攻勢
2015年３月期は、国内では直営９店、FC17店の合計26

店舗、海外ではニューヨークおよび香港に直営１店ずつを出
店したほか、アジアでFC20店の合計22店舗を新たに出店
しました。これにより、グループ合計で416店舗(国内直営
145、国内FC183、海外直営12、海外FC76)となりました。

2016年３月期は、国内で直営７店、FC20店の出店を予定
しており、近い将来、直営とFCの比率を４:６程度のバランス
で経営していきたいと考えています。また、今後、国内では、
関西圏での出店を加速する計画です。

海外展開では、ニューヨークで直
営５店舗目となる天ぷらレストラ
ン「天婦羅 まつ井」を2015年７月にオープンする予定です。
以降は米国でのFC展開など、次なる段階に向けての準備も
進めていく考えです。アジアでは、７月にベトナム１号店と
なるホーチミン店の出店が予定されています。
「和食」がユネスコ無形文化遺産に登録されたことなどを

背景に、世界中で和食へのニーズが高まる中、当社グループ
は「家庭食の代行業」として、日本の食文化を海外の方にもお
伝えしたいという考えのもと、海外展開を推進してきました。
海外店舗でも、「店内調理にこだわり、日本と同じ品質の味を
提供すること」、これこそが大戸屋の最大の競争力であり、付
加価値創造の源泉です。今後もこの精神を共有して「大戸屋
の味」の提供に専心していただける現地パートナーとともに
店舗網を発展させ、「大戸屋」をグローバルブランドへと育て
ていきたいと考えています。

また、東京オリンピック開催決定も追い風となり、日本
への関心が高まり、訪日外国人数も増加しています。日本
を訪れる外国人の方たちが増えることは、日本の食文化に
触れていただく機会がこれまで以上に増えることになり
ます。特別な来店促進の施策を打つことはありませんが、
大戸屋らしく、いつも通り「美味しい日本の家庭食」の提
供を通じて、「日本の味」を楽しんでいただきたいと考え
ています。

株主の皆様へのメッセージ
今の私たちの体は、過去に食べたものででき

ています。つまり、今の体の状態は「食歴」を表します。当社はこ
れまでも、おかあさんが家族の健康を気づかって食事を作るよ
うに、出来るだけ化学調味料などに頼らず、昆布や削りたての鰹
節で出汁をとり、店内で魚を焼き、大根おろしも作り置きするこ
となく、出来立ての家庭食を提供することを心がけてきました。

食べ物に対する本質的な価値が改めて見直されている中で、
これまで守り続けてきた「おかあさんの手作り料理を、お値打
ち価格で提供する」という方針のもと、これまでの取り組みを
さらに進化させながら、ブランド力に磨きをかけていきます。
これからは本質の時代であり、こうしたしっかりと本質に根付
いた事業展開に向かう姿勢、取り組みは、間違いなく、お客様か
らご信頼、ご支持いただけると確信しています。

今後も引き続き、「家庭食の代行業」であることを追求し、日
本の家庭料理をベースとした、安全で美味しい「日常の食事」を
親しみある価格で提供することで、お客様の期待を上回る価値
の創造に努めていきます。そして、日本発グローバルブランド

「大戸屋」として、世界に向け、その価値を発信し、さらなる成長
を遂げていきます。

なお、株主の皆様に対し、長期的かつ安定的な利益還元を
行うことを基本方針としており、2015年３月期は１株あたり
25円の期末配当を実施させていただきます。今後も引き続き、
ご支援・ご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

代表取締役社長

窪田　健一
代表取締役会長

三森　久実

日本発、世界へ。
アジア、北米での「大戸屋ブラ ンド」展開を拡大し、
さらなる飛躍を目指します。

トップインタビュー
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「日本の家庭食」という新ジャンルを確立

全メニューについて、肉や野菜の１
カットごとの切り方から揚げ物を揚
げる秒数まで、マニュアルを用意。各
地域でローカライズされた、いわゆる
日式にならないよう、日本のお客様に
提供している味そのままの料理を提
供すること、海外店舗でもこの取り組
みを徹底しています。

人の行動は、意識で変わります。ア
ジアでも、ニューヨークでも、日本と
同じように朝礼を行い、大戸屋の経営
理念と基本方針を唱和し、スタッフの
意識に浸透させています。こうした毎
日の積み重ねが、スタッフの意識を高
め、様々な文化圏の中でも、大戸屋ら
しい店づくり・接客を実現しています。

大戸屋は、店内調理で日本の味をお
客様に提供することが何より大切だ
と考えています。この考えをしっかり
理解・共有し、大戸屋の味を守ってい
ただける現地パートナーが経営を担
い、人材の育成、商品開発および食材
供給を当社が行うことで事業の拡大
を進めています。

グリニッチビレッジ店

2015年3月にオープンしました、ニューヨークでは
4店舗目となるグリニッチビレッジ店をご紹介します。

■        ゆったりとした雰囲気の中でお食事を
ニューヨーク市マンハッタン区ダウンタウン

にあるグリニッチ・ビレッジ地区。19世紀末
から20世紀半ばにかけて、このエリアは「芸術
家の天国」として知られていましたが、その後、
地価が高騰し、現在は高級住宅街になっていま
す。多くの地下鉄が交差する交通の要所でも
あり、おしゃれなレストランや物販店も多く、
有名芸能人にご来店いただくこともあります。

また、ワシントンスクエア公園や、青空マー
ケットで有名なユニオンスクエア公園など、市
民の憩いの場が周辺にあるため、お客様はゆっ
たりとした雰囲気の中でお食事を楽しむこと
ができます。

■         他店に比べてお酒の売上げが高い
席数は71席。天井が高く、明るく広々とした

開放感のあるデザインに仕上げています。店内
の奥には、ニューヨーク大戸屋のシンボル
となっている焼き鳥カウンターを設置して
おり、シェフが調理する姿を見ることがで
きます。

焼魚、ロースとんかつ、海鮮丼の定食が人
気メニューで、特に週末はファ
ミリー層のお客様で賑わいま
す。お酒を楽しまれるお客様も
多く、お酒の売上げが、他店に
比べて高くなっているのが特
徴です。

ニューヨーク州  2015年3月13日オープン

日本の味をそのまま スタッフへ経営理念を浸透 積極的なFC化による展開
海外で親しまれる理由

「ミシュランガイド・
ニューヨークシティ2015」
公式ホームページより

「魅力的で無駄のないデザイン、礼儀正しいスタッフ
たちが、この店をとてもチェーン・オペレーションを
行っているお店とは思えない雰囲気に変えている」

「定食はランチタイムの選択肢としては
もってこいのセットメニューだ。特に、
「豚と野菜の黒酢あん定食」は絶品」

グリニッチビレッジ店の人気商品。
左から、ロースとんかつ、海鮮丼、焼き魚ほっけ
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ニューヨーク・アジア新興国への出店
フランチャイズ展開拡大
〜N.Y.でブランディングし、欧州へ〜
アジア地域での出店を中心に進めてきた海外展開。特にタイ・台湾

で大きく成長し、アジアでの出店数は87店舗を数えるまでとなりまし
た。2012年には、世界における様々な情報発信基地であるニューヨー
クに初出店。ニューヨークでの出店に注力することで、世界規模での
ブランディング化を進めています。 

現 在、ニ ュ ー ヨ ー ク で は、「 大 戸 屋
Restaurant」３店舗、炉端焼の「炉端や」
が営業しており、この７月には、天ぷらレ
ストラン「天婦羅 まつ井」の開店を控え
ています。これから数年を目標に、ニュー
ヨークで「日本の家庭食・大戸屋」ブラン
ドをしっかりと確立し、FC展開も視野に
入れ、全米での店舗拡大を目指すととも
に、これを土台として、将来的には、欧州
への進出を目指しています。

タイ 48店舗 台湾 23店舗

上海 2店舗香港 4店舗

ベトナム 1店舗（予定）

シンガポール 3店舗

ニューヨーク 5店舗（予定）

海外8カ国

100店舗以上

インドネシア 6店舗

“ミシュラン”＆“ザガット”に
ニューヨークの「大戸屋」が
掲載されました！

ミシュランガイド・
ニューヨーク
シティ2015

ザガット・
サーベイ・
ニューヨーク
シティ2015

「Ootoya」と「Robataya」が、レストランの評
価を星の数で表わすことで知られる「ミシュラン
ガイド」の2015NY版と一般のレストランの利用
者のアンケートにもとづく評価システムで格付け
を行う「ザガット・サーベイ」に掲載されました。

どちらのお店も、味はもちろんですが質の高い
サービスが評価され、ニューヨーカーに高い支持
を得ております。

クローズアップ
加速する海外展開 
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宇治抹茶わらび餅と
プリンのパフェ

宇治抹茶のアフォガード

琥珀のあんみつ

きな粉をまとわせた宇治抹茶
わらび餅に、ほろ苦い抹茶プリ
ンや甘さ控えめの抹茶アイス
を盛り込みました。添えたつぶ
あんとの相性抜群です。

ほどよい甘さのミル
クアイスに、温か
い宇治抹茶をか
けてどうぞ。
香ばしい黒ごま
キャラメリゼが
アクセント。

ほのかな甘さでやわらか
く、涼やかな琥珀と
抹茶ゼリーが、
食後にぴった
りなデザート
です。

2015年5月時点での商品構成のため、変更されている可能性がございます。

大戸屋では、今、「鮮魚」の取り組みを積極的に
行っています。旬の魚を新鮮なまま、店内調理で
できたてをご提供します。

築地市場などで仕入れた魚を生のまま加工場で下処理
して、そのままお店へ。「本日の魚の定食」（数量限定）とし
て焼き魚や煮魚にしてご提供しています。

和食にとって、魚の鮮度は重要な要素とされています。
お客様に鮮度のよい旬の魚をおいしく召し上がってい

ただきたい！大戸屋では、そんな想いで取り組んでいます。

鶏と野菜の黒酢あん定食
大戸屋不動の人気No.1メニュー。鶏の竜
田揚げと素揚げした野菜を、大戸屋自慢
の黒酢あんでからめました。

大戸屋風ばくだん丼
オクラや納豆、やまいもの“ねばねば”の
正体は「ムチン」。胃腸の働きをよくして
くれます。お醤油をまわしかけ、大胆にか
きまぜてどうぞ！

特製ソースチキンかつ重
サクサクのチキン
かつに、八丁味
噌がベースの甘
みをおさえた特
製ソースをかけ
たお重です。ピリ
リとした山椒七味を
かけて、香り豊かに。

もろみ漬け鶏の炭火焼き定食
丸大豆で作ったもろみに鶏もも肉を漬け
込み、炭火で焼き上げました。もろみのま
ろやかな風味と深い旨味が広がります。

醤油麹漬け四元豚ロース
炭火焼き定食
～ほうれん草と蕪ソース～
醤油麹に漬け込んだ四元豚ロースを、炭
火で焼き上げました。ほうれん草と蕪の
特製ソースをまとわせて、蕪の甘みと醤
油麹のコクとともに。

連子鯛の塩焼き定食
長崎港で水揚げされた連子鯛の
塩焼きは、身が柔らかくあっさりし
た味です。大根おろしとともにどうぞ。
骨がしっかりしたお魚ですので、気をつけ
てお召し上がりください。

生姜醤油漬け
炭火焼き牛たん定食
国産生姜を使った特製の醤油だれに、牛
たんを漬け込み炭火で焼き上げました。
生姜醤油の香ばしい香りでご飯がすすみ
ます。青唐辛子がきいた、ピリ辛味噌の
あと引く辛さが食欲をそそります。

こだわりメニュー

鶏肉メニュー お重メニュー

デザートメニュー黒酢メニュー 鰹本枯節メニュー

醤油を搾る前の醤油の素。それが「醤
油もろみ」です。低温でじっくり発
酵・熟成され、もろみ特有の芳醇な醸
造香とまろやかな味わいが特徴です。

こ だ わ り

す り お ろ し た 蕪 と ほ う れ ん 草 の
ピューレにスープをくわえた特製
ソースは、蕪の甘みが広がる色鮮や
かなソースです。

こ だ わ り

お店で削った鰹節でひいた出汁とた
まごで作った、なめらかな茶碗蒸し
は、出汁の風味豊かな一品です。梅
ペーストのあんでさっぱりとお召し
上がりいただけます。

こ だ わ り

西京風の味噌に青唐辛子をあわせた、
ピリ辛味噌がミソ！味噌の香ばしさ
と、青唐辛子の辛さが、牛たんのおい
しさを引き立てます。

こ だ わ り

「鮮魚」を始めました！ 展開店75店舗
（2015年5月12日時点）

イサキの焼き魚定食

カサゴの煮つけ定食

グランドメニューリニューアルをいたしました。

NEW

NEW

NEW

NEW

リニューアル リニューアル

リニューアル

NEW

NEW

NEW

築地市場など 下処理 店舗

築地で仕入れてお店で調理

魚を冷・解凍することなく運び、
そのまま店内で調理します。
鮮度抜群の魚を
できたてでおいしく
召し上がっていただけます。

商 品 紹 介
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2014/3

14,756

2015/3

14,857

決算ハイライト 当冊子よりさらに詳しい決算情報などは
当社IRサイトでご覧いただけます。 検 索

国内直営事業

国内フランチャイズ事業

海外直営事業

海外フランチャイズ事業

60%

29%

8%

1%

「大戸屋ごはん処」９店舗の
新規出店と、６店舗の閉店。
９店舗の国内フランチャイ
ズ事業への移管により、稼働

店舗数は「大戸屋ごはん処」142店舗、「おとや」
等他業態3店舗の総計145店舗となりました。
以上の結果、当連結会計年度の売上高は14,857
百万円（前年同期比0.7％増）となりました。

「大戸屋ごはん処」17店舗
の新規出店。9店舗の国内
フランチャイズ事業への
移管により、稼働店舗数

は「大戸屋ごはん処」183店舗となりまし
た。以上の結果、当連結会計年度の売上高は
7,230百万円（前年同期比14.2％増）とな
りました。

当連結会計年度末現在、
1 2店舗（香港４店舗、シ
ンガポール共和国3店舗、
米国ニューヨーク州3店

舗、タイ王国1店舗、中国上海市1店舗）稼
働しており、当連結会計年度の売上高は
2 , 0 6 8百万円（前年同期比2 4 . 6％増）と
なりました。

当連結会計年度末現在、
7 6店 舗（ タ イ 王 国4 7店
舗、台湾2 2店舗、インド
ネ シ ア 共 和 国7店 舗 ）を

展開しており、当連結会計年度の売上高は
2 8 4百万円（前年同期比2 9 . 7％減）とな
りました。

売上高（百万円）

売上高（百万円）

売上高（百万円）

売上高（百万円）

2014/3

6,330

2015/3

7,230

2014/3

1,659

2015/3

2,068

2014/3

405

2015/3

284

科　目 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3
（通期見通し）

財務関連データ（百万円）

売上高 18,693 20,390 23,216 24,642 26,500
売上総利益 11,271 11,951 13,464 13,903 -
営業利益 411 491 755 577 690
営業利益率（％） 2.2 2.4 3.3 2.3 -
経常利益 364 442 782 620 650
当期純利益 264 257 200 273 300
総資産 8,743 10,747 10,305 11,292 -
純資産 2,492 4,156 4,216 4,489 -

財務指標（％）

自己資本当期純利益率（ROE) 10.9 7.8 4.8 6.3 -
総資産利益率（ROA) 3.1 2.6 1.9 2.5 -
自己資本比率 28.5 38.6 40.6 39.4 -
配当性向 65.7 91.1 71.8 52.6 -

1株当たりデータ（円）

1株当たり当期純利益（EPS） 45.66 43.89 27.86 38.03 41.72
1株当たり純資産（BPS) 429.79 577.51 583.36 618.67 -
1株当たり配当金 30.0 40.0 20.0 25.0 -

■     業績サマリー

■     ハイライト

■     セグメント別の状況

2011/3

17,240

2012/3

18,693

2013/3

20,390

2014/3

23,216

2015/3

24,642

2011/3

631
575

411
364

491
442

755782

577
620

2012/3 2013/3 2014/3 2015/3

■ 営業利益（百万円）
■ 経常利益（百万円）

2011/3

161

6.8

2012/3

264

10.9

2013/3

257

7.8

2014/3

200

4.8

2015/3

273

6.3

■ 当期純利益（百万円）
　 ROE（%）

2011/3

20.0

72.0

2012/3

30.0

65.7

2013/3

40.0

91.1

2014/3

20.0

71.8

2015/3

25.0

52.6

■ 配当金（円）
　 配当性向（%）

2011/3

8,071

2.1

2012/3

8,743

3.1

2013/3

10,747

2.6

2014/3

10,305

1.9

2015/3

11,292

2.5

■ 総資産（百万円）
　 ROA（%）

2011/3

2,644
29.5

2012/3

2,492
28.5

2013/3

4,156

38.6

2014/3

4,216

40.6

2015/3

4,489

39.4

■ 純資産（百万円）
　 自己資本比率（%）

売上高（百万円） 営業利益／経常利益 当期純利益／ROE 配当金／配当性向 総資産／ROA 純資産／自己資本比率

Point 1

連結損益計算書について
売上高は24,642百万円（前年同期比6.1％増）、営業利益577百万円 （同23.6％
減）、経常利益620百万円（同20.7％減）となり、国内外における既存店舗の改装
に係る固定資産除却損32百万円、減損損失29百万円を特別損失に計上したため、
当期純利益は273百万円（同36.6％増）となりました。

Point 3

連結キャッシュ・フロー計算書について
現金及び現金同等物は、営業活動により1,237百万円を獲得し、投資活動により
996百万円を使用し、財務活動により170百万円を獲得した結果、当連結会計年度
末残高は2,509百万円（前連結会計年度末比21.1％増）となりました。

Point 2

連結貸借対照表について
流動資産は、現金及び預金2,623百万円を主なものとして4,243百万円（前連結会計
年度末比15.3％増）、また、固定資産は、店舗等の有形固定資産4,364百万円と敷金
及び保証金1,807百万円を主なものとして7,048百万円（同6.4％増）であり、資産
合計では11,292百万円（同9.6％増）となりました。
一方、流動負債は、借入金2,206百万円、買掛金1,091百万円及び未払金797百万円
を主なものとして4,983百万円（同37.3％増）、固定負債は、長期借入金372百万円
を主なものとして1,820百万円（同26.0％減）であり、負債合計では6,803百万円（同
11.7％増）となりました。これは主に、借入金が増加したためです。

（注）「企業結合に関する会計基準」改正等の適用に伴い、2016年3月期より従来の「当期純利益」は「親会社株主に帰属する当期純利益」に名称が変更になります。
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取締役および監査役（2015年6月25日現在）

代表取締役会長 三森　久実
代表取締役社長 窪田　健一
専務取締役 濵田　寛明
常務取締役 三森　智仁
取締役 高田　知典
取締役 山本　匡哉
取締役 田中　信成
社外取締役 都甲　和幸
社外取締役 岩田　松雄
社外取締役 松井　忠三
常勤監査役 野崎　拓志
社外監査役 森　　弘治
社外監査役 内海　雅秀
非常勤監査役 安藤　裕朗

株式の分布状況

株式の状況
会社が発行する株式の総数 28,720,000株
発行済株式の総数 7,190,000株
株主数 23,457名

大株主
株主名 当社への出資の状況

持株数（株） 議決権比率（%）
三森　久実 1,230,900 17.1
タニコー株式会社 130,000 1.8
三菱UFJ信託銀行株式会社 120,000 1.7
株式会社りそな銀行 100,000 1.4
東京海上日動火災保険株式会社 100,000 1.4
大戸屋従業員持株会 87,917 1.2
第一生命保険株式会社 50,000 0.7
株式会社日本アクセス 50,000 0.7
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 48,400 0.7
窪田　健一 43,300 0.6

会社概要
商 号 株式会社大戸屋ホールディングス

本店所在地 〒180-0006 東京都武蔵野市中町一丁目20番8号 
三井生命三鷹ビル5階

設 立 昭和58年5月
資 本 金 14億70百万円
主 要 な
事業の内容

定食店「大戸屋ごはん処」のチェーン展開
および同事業のフランチャイズ展開

店 舗 数 国内328店（うちFC183店）・海外88店
従 業 員 数 連結543名

重 要 な
子 会 社 等

連結子会社
株式会社大戸屋
香港大戸屋有限公司（香港における定食チェーンの経営）
OOTOYA ASIA PACIFIC PTE. LTD.（シンガポールにおける定食チェーンの経営）
AMERICA OOTOYA INC.（米国における定食チェーンの経営）
M OOTOYA (THAILAND) CO., LTD.（タイにおける日本料理店の経営）
大戸屋（上海）餐飲管理有限公司（上海における定食チェーンの展開）
株式会社OTYフィール（店舗メンテナンス事業）
株式会社OTY食ライフ研究所（食育事業）
THREE FOREST(THAILAND) CO., LTD. （タイにおけるPB商品の品質管理事業）

個人・その他
（自己株式を含む）
23,306名
（99.36%）

その他法人
105名
（0.45%）

金融商品取引業者
5名

（0.02%）

外国法人等
33名

（0.14%）

金融機関
8名

（0.03%）
23,457名

所有株主構成比

その他法人
462,000株
（6.43%）

個人・その他
（自己株式を含む）
6,180,869株
（85.96%）

金融機関
455,200株
（6.33%）

外国法人等
89,000株
（1.24%）

金融商品取引業者
2,931株
（0.04%）

7,190,000株

所有株式構成比

会社概要/株式状況（2015年3月31日現在）

当社グループは、社会の一員としての責任を果たすことも重要であると認識し、
社会の発展に貢献する「社会貢献活動」にも取り組んでいます。今後はいっそう、
これらの取り組みを強化するとともに、皆様からご信頼とご支持をいただくための 
コミュニケーションにも取り組んでいきます。

大戸屋グループの取り組み

柴田　静香
FC事業部　スーパーバ

イザー

後進の女性が
働きやすい環境を
つくることも私の責務

宮城県女川町・岩手県大槌町
コラボ・スクールの 
生徒さんがお礼訪問に

大戸屋に入社した13年前、三森会長の「あなたたちは大戸屋のため
に何をしてくれますか？」という言葉が今でも印象に残っています。
その言葉を聞いて、各社員が自分の力で利益をあげていくという意識
が必要だと思い、仕事へ対する自分の考え方を変えていかなければな
らないと感じました。

現在の職務であるSV（スーパーバイザー）という仕事は、大戸屋の
看板を背負う立場だと思います。大戸屋の企業としての在り方、理念、
現在まで培ってきたブランドの大切さを、他者に伝わる具体的な言動
で示していけるように心がけています。特にFC店は、経営母体がそれ
ぞれ異なる他社様が運営されているため、合意を重ねていきながら物
事を進めていくことが、とても大切です。そのためにもSVである私が
率先して行動し、FC各店の方々とのコミュニケーションを深めて、結
束力を強めていきたいと思っています。

さらに、SVという職務以外にも「後進の女性が働きやすい環境をつ
くること」も私の責務のひとつであると考えています。そのためにも、
女性である私自身が大戸屋で成長していく姿を示さなければなりま
せん。日々新たな課題が生じても決して諦めずに、前向きに捉えて解
決へと進む力をつけていくこと。これは、私が自分自身に課したテー
マでもあります。

当社は、全国の店舗で販売した「仙台味噌
漬け牛たん御膳（税込1,500円）」の売上から
一食につき20円をお客様からお預かりし、被
災地の子どもたちのための放課後学校「コラ
ボ・スクール」を運営する「認定NPO法人カ
タリバ」※に寄付をさせていただきました。

その支援のお礼のために、コラボ・ス
クールで学ぶ生徒さんが本社にご来社さ
れました。

生徒さんを代表してご来社された関さん、
小笠原さんより復興の様子などをご説明い
ただき、持参された手作りの感謝状をお客
様を代表して頂戴いたしました。

当社は、今後
も社会の発展に
貢献する「社会
貢献活動」にも
取り組んでまい
ります。

女性活用社会貢献

▲ 左から、手作りの感謝状を手にする窪田

健一代表取締役社長、関菜々子さん、小

笠原比亜乃さん、濵田寛明専務取締役。

※ 認定NPO法人カタリバ：「生き抜く力を、子ども・
若者へ」を理念に活動している教育NPOです。9 10


