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2014年3月期の連結決算は、売上高1,632億円（前期比103.4％）、営業利益29億円（同31.9％）と増収減益であった。国内外食事業の既存売上高前年比

93 1％（当初計画100 0％） 介護事業の既存棟入居率84 9％（同90 0％） 宅食の調理済み食品配食数27 5万食（同41 0万食）と 主力3事業の顧客獲得指

■ 2014年3月期決算の総括 http://www.watami.co.jp/

93.1％（当初計画100.0％）、介護事業の既存棟入居率84.9％（同90.0％）、宅食の調理済み食品配食数27.5万食（同41.0万食）と、主力3事業の顧客獲得指

標がいずれも計画未達であった。その中で国内外食事業が営業赤字に転落したことが全体の足を引っ張った。主力業態の「和民」「わたみん家」が客数減

により売上が減少し、人件費やマーケティング・販売促進費用のコスト増が重なり収益性を圧迫した。介護事業は新規施設の開設に対して入居者数が想

定を下回ったことで、増収にはなったが、大幅な減益となった。宅食事業は顧客獲得競争の激化の中で二桁の増収増益は確保したが、計画数値には及ば

なかった。2015年3月期は、3つの主力事業の環境を踏まえ、特に「高齢者向け事業」に位置付ける、介護と宅食に経営資源を優先的に配分することで収益

拡大を図りるとともに、外食事業での個店の競争力強化によって、 適な事業ポートフォリオの構築を目指す。

■ 競争優位と競争戦略

（２） 現在の強みと弱み （３） 今後の課題と新しい競争優位の方向（１） 現在の戦略

① 国内外食事業は、新規出店と既存店の強化
・ 中華業態「CHINA BISTRO WANG‘S GARDEN」、

和食新業態「炉ばたや 銀政」など、新規業態開発
・ 主力業態「和民」「わたみん家」店舗力強化

② 介護事業は、入居者満足の向上
・ 「４大ゼロ」（おむつゼロ・経管食ゼロ・特殊浴ゼロ・

車椅子ゼロ）の取り組み

③ 宅食事業は、売上№1シェアの維持

① 消費動向を踏まえた業態や商品の開発力

② 国内47都道府県の外食店舗網と
海外外食での100店舗

③ 介護・宅食事業の「高齢者向け事業」は収益を
確保、今後も拡大が見込める

主力事業を中心に、事業環境の変化に適応した
適なポートフォリオの構築による持続的な成長を

目指す

① 国内外食事業は、個店競争力の強化

・ 既存店売上高前期比100％以上の確保

② 介護事業は、施設拡大と人材確保

・ 徹底した顧客志向を通じたブランド力の強化

③ 宅食事業は、「地域密着・顧客密着」

・ 新規顧客獲得と既存顧客の囲い込み
① 主力の居酒屋業態が出店飽和と競争激化に

より収益性が大幅低下（前年割れトレンド）

強
み

資料１ 価値活動分析表

・ 営業拠点数の拡大を通じた規模の拡大。競合参入に
よる顧客獲得競争の激化への勝ち残り

新規顧客獲得 既存顧客 囲 込み

④ その他事業の個別強化

・ 海外外食は、アジア圏での展開強化

・ 農業は、ｸﾞﾙｰﾌﾟｼﾅｼﾞｰを通じた収益事業化

・環境事業は、「廃棄物管理」「再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ」

⑤ 次の成長を担う人材の確保と教育

・ 拡大する介護・宅食事業での中途人材確保

コスト・リーダーシップ戦略

差別化戦略

集中化戦略

●

より収益性が大幅低下（前年割れトレンド）

② 従業員の死亡事故や各種の労働基準j法違反
による「ブラック企業」のレッテル

③ 外食・介護におけるノロウイルスによる食中毒
事件など相次ぐ不祥事

弱
み

３つの
基本戦略

○社員の労働環境の改善（14年度）

「外部有識者による業務改革検討委員会」の報告を踏まえ、以下の社員労動環境改善の対応策を実施する

・店舗数の削減（60店舗）及び営業時間の見直し

<1店舗あたりの社員数の推移 ： 13年度末1.86人 ⇒ 60店舗閉店度2.09人 ⇒ 目標2.20人（14年度末）>

• 会議・ミーティング・研修時間の効率化

○「エコ・ファースト企業」の認証（10年5月）

○ワタミ理念の歴史の展示場として「ワタミ夢ストリート」を本社ビル1階に開設（12年7月）

◎グループスローガン
“地球上で一番たくさんのありが
とうを集めるグループになろう”

◎従業員数（2014年3月）
従業員6,394人（前期比237人増）
ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ15,513人（同275人増）

◎人件費（給与手当）

人
事
労
務
、
組

全
般
管
理

議

• メンタルヘルスサポートの取り組み強化

• コンプライアンス委員会・業務改善委員会の設置

調達活動 サービス出荷物流 販売マーケティング

◎人件費（給与手当）
282億円（前期比1.7％減）

◎記載なし

組
織

技
術
開
発

○風力発電事業に参入
秋田県にかほ市（12年3月）、秋田県秋田市（13年5月）、秋田県由利本荘市（13年6月）

全
社

国
内
外
食
事
業

○ワタミファームが北海道網走郡
美幌町の美幌峠牧場で活動を
開始（13年5月）

◎売上原価率（連結）：47.5％（前期44.9％）
◎設備投資 ：165億円（前期比26.1％減）

国内外食 ： 36億円（前期比24.8％減）
介護 ： 89億円（前期比29.9％減）
宅食 ： 21億円（前期比43.1％増）

◎宣伝広告費：44.4億円（前期比 2.4％増）
◎販売手数料：89.6億円（前期比10.2％増）

◎出店：年間19店舗（FC5店含む）、年度末計646店舗

○高知県に外食店舗を初出店し、全国47都道府県へ
の出店を達成（13年3月）

①社員の労働環境の改善（※人事労務欄）

②「和民」「わたみん家」主力業態ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ深耕
・客数ｱｯﾌﾟ×客単価ｱｯﾌﾟで前期比100％以上

③新業態の取り組み
・専門性が高い新業態グループの出店加速

○集中仕込みｾﾝﾀｰ「ワタミ手づくり厨房」
（13年度2ｾﾝﾀｰ稼働で計13センター）

2014年度

業 ・専門性が高い新業態グループの出店加速
・和民・わたみん家から総合居酒屋の第3の柱

「旨い屋」への業態転換

宅
食
事
業

介
護
事
業

○ ○10棟の新規営業拠点を開設、年度末計102棟
○デイサービスを開始（11年・神奈川県相模原市）

○

○ ○101ヵ所の新規営業拠点を開設、年度末計531ヵ所
○「らくシェフ」をリニューアルし、新たなお料理キット

の販売を開始

○

2014年度

2014年度

①医療機関・地域包括支援センターなど
地域の医療機関との連携強化

②特色あるホームづくりの強化
③新規出棟、デイサービス開設の継続

①商品ラインナップの拡充による顧客層の拡充
②まごころさん数の増加に向けた取り組み強化
③TVCMなどﾌﾞﾗﾝﾄﾞｲﾒｰｼﾞ向上の取り組み継続

http://www.watami.co.jp/


資料２． 業績の推移

◆ 連結 （億円）
◆ 過去５年間の業績推移

◆ 国内外食事業 店舗数の推移 （店）

*2014年度は予想
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売上高
営業利益

2009 2010 2011 2012 2013 2014*

売上高 1,154 1,239 1,402 1,578 1,632 1,700

営業利益 63 72 88 93 29 50

経常利益 63 67 78 80 21 40
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80 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

新規出店数 23 41 17 23 19 20

転換店数 30 7 1 10 13 -

撤退店数 5 8 29 19 13 60

店舗数合計 613 646 636 640 646 53

既存店売上高前年比 93.8% 94.6% 94.9% 96.1% 93.1% 101.5%

既存店客数前年比 96.7% 95.8% 93.2% 96.3% 92.8% -

既存店客単価前年比 97.0% 98.8% 101.8% 99.8% 100.3% -

◆ その他事業の店舗数の推移 （店）

2009 2010 2011 2012 2013 2014*

◆ セグメント別売上高 （億円）

（年度）
*2014年度は予想値

◆ セグメント別計経常利益（損失） （億円）
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20 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

新規出店数 4 12 20 21 20 21

撤退店数 0 4 2 0 3 3

店舗数合計 33 41 59 80 97 115

新規開設数 9 14 18 14 10 10

全施設数 47 61 79 93 102 112

既存棟入居率 95.8% 93.5% 92.1% 90.9% 84.9% 83.3%

拠点数 115 146 258 431 531 570

1日当たり食数（調理済商品）［千食］ 62 118 215 281 275 350

海外外食

事業

介護事業

事業

宅食事業

資料３． 戦略経路分析（Historical Path of Analysis）

【地域別セグメント情報】

※ 日本国内での外部顧客への売上高が90％を超えるため
記載なし

2012 2013 構成比 前年比

国内外食事業 741 699 42.9% 94.4%

介護事業 337 350 21.5% 104.0%

宅食事業 388 428 26.3% 110.3%

その他 111 154 9.4% 137.7%

合計 1,578 1,632 100.0% 103.4%

2012 2013 前年比

国内外食事業 31 -19 -62.1%

介護事業 54 36 66.8%

宅食事業 30 34 115.0%

その他 2 2 94.3%

調整額 -25 -24 97.1%

合計 93 29 31.8%

解釈

国内外食事業において、主力業態「わたみん家」「和民」の新規出店や既存店のリニューアル、さらには新業態

の開発など積極的な店舗網拡大により収益を伸ばしていく。しかし、景気下降局面で台頭する低価格居酒屋チェ

ーンと顧客獲得競争、さらには11年の東日本大震災による外食や飲酒を控えるトレンドで、既存店を中心に収益

性が悪化する。一方でこの間、介護事業が急速に拡大し、海外での店舗展開も急速に進むことで国内外食事業

局面

2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

攻勢的成熟期攻勢的成熟期

2014年

反転布石期反転布石期

2013年度から中期経営計画が始動するが、初年度は

増収減益で、グループ上場以来初の赤字決算となっ

た。景気回復下でも居酒屋業態の回復の足取りが悪

いこと、また2000年代後半の事件や不祥事によるイ
メー

商品政策

基本戦略

の不振をカバーする。
メ

ジダウンがじわじわと影響を及ぼしている。

◎グループ中期経営計画（～2017年度）
年平均成長率11.4％で2017年度には2,700億円
・宅食事業の売上高1,000億円超

出店戦略
（宅食）

出店戦略
（国内外食）

居食屋「炭旬」 、
低価格業態

「仰天酒場 和っしょい」

労働環境改善のため
60店舗の閉鎖

カテゴリー限定
「WANG‘S GARDEN」

「銀政」

営業拠点開設
・関西地方

出店戦略
（海外外食）

シンガポール

ごちそう厨房
「饗の屋（きょうのや）」

中国・広東省広州市

「和民」業態転換開始

営業拠点開設
・東海地方 ・上信越地方
・四国地方 ・東北地方

香港、フィリピン
マレーシア、

中国・上海市、香港

JAPANESE BARU「旨い屋」
高知出店で47都道府県達成

韓国

トップ人事

組織変更

出店戦略
（介護）

2008年～ 代表取締役社長（09年よりワタミフードサービスの代表取締役も兼任） 桑原 豊 ⇒ 創業者・渡邉美樹氏は代表取締役会長・ＣＥＯへ（11年2月に辞任）

「レストヴィラ」開設
・関西1棟目 兵庫県神戸市

「レストヴィラ」開設
・東海1棟目 愛知県名古屋市

ワタミ手づくりマーチャンダイジング㈱が、
㈱ﾜﾀﾐﾌｧｰﾑj（10年）、㈱ﾃｨｰｼﾞｰｱｲ･ﾌﾗｲﾃﾞｰｽﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ（11年）を吸収合併



80～
89年

87年 「お好み焼HOUSE 唐変木」及び居

酒屋「つぼ八」のフランチャイジーとし
て直営店舗を運営していた㈲渡美商
事より営業全部を譲受け、お好み焼
きレストラン事業及び居酒屋事業を開

89年 ジェットオーブンによるお
好み焼の短時間焼成法
を開発し、お好み焼宅配
事業１号店の「お好美壱
番 ＫＥＩ太」方南町店を

86年 神奈川県横浜市中区尾
上町三丁目43番地に、
㈱ワタミを設立。

87年 商号をワタミフードサー
ビス㈱に変更

資料４．時系列活動分析表

市場環境

主活動

販売マーケティング 製造・物流 技術開発 人事労務 全般管理

支援活動

89年

90～
94年

きレストラン事業及び居酒屋事業を開
始。

番 ＫＥＩ太」方南町店を
出店。

ビス㈱に変更。

93年 93年居酒屋「つぼ八」から「居食屋
和民」への看板変更を終了。

92年 「もうひとつの家庭の食
卓」をコンセプトとした自
社ブランドの新業態開発
を行い、１号店として「居
食屋 和民」笹塚店を出
店。

・ 居酒屋「つぼ八」からの
看板変更第１号店、「居
食屋 和民」中野南口店

90年 東京都大田区西蒲田七
丁目33番６号へ本店を
移転。

92年 居酒屋「つぼ八」のフラン
チャイズ本部であるイト
マン食品㈱（現㈱つぼ
八）と平成５年９月までに
フランチャイズ契約を解
除し、当社経営の居酒屋食屋 和民」中野南 店

を開店。
除 、 社経営 居酒屋
「つぼ八」（13店舗）を「居

食屋 和民」に順次変更
することの覚書を交わす。

96年 「お好美壱番 ＫＥＩ太」を全店退店し、
お好み焼宅配事業を廃止。

・ 「お好み焼HOUSE 唐変木」のフラン

チャイズ契約を全て解除し、フラン
チャイズ展開を終了。

97年 従業員独立制度によ
る「居食屋 和民」フラ
ンチャイズ１号店を開
店し、「居食屋 和民」
の従業員独立による
フランチャイズ展開を
開始。

96年 日本証券業協会に株式
を店頭登録。

97年 東京都大田区西蒲田七
丁目45番６号へ本店を
移転

・ 酒類の仕入価格の低減
を図ることを目的として
酒類の小売免許を有す

95～
99年

99年 外食産業として初め
て、国際環境規格
ISO14001の認証を取

得。「ワタミ環境宣言」
を発表。

酒類の小売免許を有す
る㈱渡美商事の株式全
部を買取り、当社の子会
社とする。

98年 人材採用・募集業務の
充実を図るため、㈱キャ
リアビジョンの株式を取
得し、子会社とする

・ ローコスト店舗の建設・メ
ンテナンス体制の整備を
目的として、㈱ピー・エ
ム・エス（現ワタミエコロ
ジー㈱）を設立し子会社
とするとする。

・ 東京証券取引所市場第
二部に株式を上場。

・ 米国レストランチェーン
「T.G.I.Friday's」を国内展

開することを目的として、
T.G.I.Friday's Inc.との合

弁により、㈱ティージーア
イ・フライデーズ・ジャパ
ンを設立し、当社の子会
社とする。

00年

3月 東京証券取引所市場第
一部に株式を指定替え。

11月 外食事業の新業態「イタ
リアン居食屋カーラジェ
ンテ」のチェーン展開を
目的として、㈱カーラジェ
ンテを設立し、当社の子
会社とする。

01年

02年

3月 センター集中加工による

外食事業の仕込食材品
質向上を目的としてワタ
ミ手づくり厨房㈱を設立
し、当社の子会社とする。

4月 ファミリーコミュニティレス
トラン「和み亭」のチェー
ン展開を目的として㈱和
み亭を設立し、当社の子
会社とする。

・ 有機野菜の仕入・販売・ 有機野菜の仕入・販売
及び農業研修事業の充
実を図るため、㈲ワタミ
ファーム（本店：東京）を
設立し、当社の子会社と
する。

12月 東京都大田区羽田一丁
目１番３号へ本社を移転。



販売マーケティング 製造・物流 技術開発 人事労務 全般管理

市場環境

主活動 支援活動

4月 グループ経営の事業効率化を
目的に、子会社の㈱和み亭、
㈱カーラジェンテを吸収合併。

8月 ㈲ワタミファーム（本店：千葉
県）を設立し 子会社とする

4月 介護サービスの事業展開を目
的として、ワタミメディカルサー
ビス㈱を設立し 子会社とする

03年

県）を設立し、子会社とする。
9月 農業事業拡大のため、平成14

年４月に設立した㈲ワタミ
ファームを株式会社に組織変
更する。

10月 グループ全体の経営資源の効
率的管理を目的に子会社のワ
タミ手づくり厨房㈱を吸収合併
する。

0年

ビス㈱を設立し、子会社とする。

7月 グループ社員の独立支援を目
的として、ワタミダイレクトフラン
チャイズシステムズ㈱を設立し、
子会社とする

・ 子会社ジャパン・リテイル・メン
テナンス㈱をワタミエコロジー
㈱へ、子会社㈱キャリアビジョ
ンをワタミユニバーシティ㈱へ
商号変更する。

11月 農業事業拡大のため、㈲当麻
グリーンライフに出資し、業務
及び資本提携。

6月 ワタミ手づくり厨房第三セン
ターが兵庫県尼崎市で稼動

7月 居食屋「手づくり厨房」１号
店として赤羽東口駅前店を
東京都北区に出店

8月 ワタミファーム第５農場を千
葉県佐原市に開設。

10月 ワタミメディカルサ ビス㈱

3月 ㈱アールの介護の全株式を取
得し、子会社とする。

4月 商号をワタミ㈱に変更
5月 三商和民股份有限公司を設立

9月 ㈱ワタミバイオ耕研を設立。

・ 中国本土への出店のため、子
会社の和民（中國）有限公司が
和民餐飲（深圳）有限公司（本
店：中国広東省深圳市）を設立

05年 10月 ワタミメディカルサービス㈱
が自社開発高齢者マンショ
ン（住宅型有料老人ホーム）
一号棟の「レヴィータ岸和
田」大阪府岸和田市に開設

11月 三商和民股份有限公司が
台湾新規出店１号店として
居食屋「和民Taiwan」忠孝

店を台北市に出店

2月 DINING & BAR 「japago」１

号店として三軒茶屋店を東
京都世田谷区に出店

3月 焼肉居食屋「炭団」１号店と

2月 ワタミフードサービス㈱を設立
3月 ワタミ医療サービス㈱を設立

4月 ワタミメディカルサービス㈱を㈱
アールの介護に合併し、商号を

06年

3月 焼肉居食屋 炭団」 号店と
して御茶ノ水駅前店を東京
都千代田区に出店

4月 ワタミファーム第６農場を京
都府京丹後市に開設

5月 ワタミファーム弟子屈牧場を
北海道川上郡に開設

11月 中食事業「ワタミキッチン」１
号店を東京都武蔵村山市
（三越武蔵村山店ダイヤモ
ンドシティ ミュー）に出店

ア ルの介護に合併し、商号を
ワタミの介護㈱に変更

5月 ㈱ワタミバイオ耕研を㈱ワタミ
ファームに合併

6月 ワタミ㈱にて教育事業本部を設
立

9月 ソニー生命保険㈱との業務提
携を開始

07年

12月 Friday's Red １号店として渋

谷店を東京都渋谷区に出店
2月 ㈱渡美商事をワタミ手づくり

マーチャンダイジング㈱に、ワ
タミエコロジー㈱をワタミエコ
フォーカス㈱に商号変更

・ WATAMI GUAMを清算
4月 ワタミ㈱商品本部の事業を会

社分割によりワタミ手づくりマー
チャンダイジング㈱に承継、ワ
タミ㈱店舗開発本部の事業を

タ ㈱
08年

ワタミエコフォーカス㈱にて開
始

6月 三商和民股份有限公司を台灣

和民餐飲股份有限公司に商号
変更

7月 ㈱タクショクの全株式を取得し、
当社の子会社とする

10月 和民國際有限公司を設立
11月 WATAMI FOOD SERVICE 

SINGAPORE PTE.LTDを設立



販売マーケティング 製造・物流 技術開発 人事労務 全般管理

市場環境

主活動 支援活動

1月 ワタミ手づくり厨房第四セン
ターが埼玉県日高市にて
稼動

3月 ワタミエコフォーカス㈱をワタミ
エコロジー㈱に商号変更

・ ㈱タクショクをワタミタクショク
㈱に商号変更

4月 グル プ経営の事業効率化を

09年

11月 ごちそう厨房 饗の屋１号

4月 グループ経営の事業効率化を
目的に子会社のワタミフード
サービス㈱がワタミダイレクトフ
ランチャイズシステムズ㈱を吸
収合併

7月 WATAMI FOOD SERVICE 
SINGAPORE PTE.LTDがシン

ガポール新規出店１号店として
居食屋「和民Singapore」オー
チャードION店を出店

1月ギリシャの財政

難を発端にユー
ロ安

2月ﾊﾞﾝｸｰﾊﾞｰ五輪

1月 半額チケットバックキャンペー
ンを実施

2月 「和民」「坐・和民」「和み亭」「
わたみん家」「ゴハン」にて 「

4月 和民中國有限公司が広州
１号店として、居食屋「和
民」中華廣場店を広東省広
州市に出店

5月 「エコ・ファースト企業」の認証
を受ける

店として南蒲田店を東京都
大田区に出店

2月ﾊ ﾝｸｰﾊ ｰ五輪

6月FIFAワールドカッ
プ

わたみん家」「ゴハン」にて、「
歓送迎会 早得キャンペーン」
実施

4月 「和民」「坐・和民」「和み亭」「
わたみん家」にて『メニュー一
新！チケットバックキャンペー
ン』を実施

5月 「和民」「坐・和民」「和み亭」「
わたみん家」にて『メニュー一
新！チケットバックキャンペー

州市に出店

・ ワタミファーム第７農場を大
分県臼杵市に開設

8月 新業態「仰天酒場 和っしょ
い2」第１号店として五反田
東口店を東京都品川区に
出店

を受ける
6月 「エコ・ファーストの約束」を宣

言

7月 ChasWood Resources Sdn. Bhd
と和民國際有限公司が、マ
レーシアでの「居食屋和民」開
発契約を締結

ン（第2弾）』を実施

7月 フリー・マガジン「o:kun（オーク
ン）」5号を発行

9月 宮崎県発祥ご当地グルメ「肉
巻きおにぎり」を国内店舗にて
販売

12月 フリー・マガジン「o:kun（オーク
ン）」6号を発行

11月 「ワタミ手づくり厨房丹波セ
ンター」を兵庫県丹波市に
て稼動

10月 国内全ての「TGI.フライ
デーズ」にLED照明を導

入

10年

ン）」6号を発行



販売マーケティング 製造・物流 技術開発 人事労務 全般管理

市場環境

主活動 支援活動

2月
2010年のGDPで中
国が世界第二位に

3月

2月 代表取締役の辞任
3月 東日本大震災により一部店舗

が営業停止

3月
東日本大震災
円高加速により、史
上 高値を更新

7月

4月 新商品！「まごころ万菜」の
販売を開始

6月 フリー・マガジン「o:kun（オー
クン）」7号を発行

4月 ワタミグループ外食店舗で
のLED照明利用拡大

4月 グループ外食店舗の全店営業
再開完了

6月 Creative Resto Concept,Incと和

民國際有限公司が、フィリピン
での「居食屋和民」開発契約を
締結

11年

7月

東北電力・東京電
力管内で、大口需
要者に対して法的
拘束力のある電力
使用制限令を37年
ぶりに発動

8月

為替介入実施後も
米国債格下げを受
け円高傾向

8月 和民國際有限公司とフラン
チャイズ契約を締結している
ChasWood Resources Sdn. 
Bhdが、居食屋「和民」マ

レーシア１号店としてパビリ
オン店をクアラルンプールに
出店

9月 「ワタミ手づくり厨房東松山
センター」を埼玉県比企郡滑
川町にて稼動

・ 「昼も。夜も。節電ライトダウン
2011」に参加

8月 和民餐飲管理（上海）有限公司
を設立

9月
野田内閣が誕生

10月

円が戦後 高値更
新を続ける。対ﾕｰﾛ
でも01年以来の円
高水準

10月 ワタミの忘年会早得キャンペ
ーン実施

川町にて稼動

・ デイサービス１号店として
「ハッピーデイズ」を神奈川
県相模原市に開設

11月 グループ経営の事業効率化を
目的に子会社のワタミフード
サービス㈱が㈱ティージーア
イ・フライデーズ・ジャパンを吸

1月

フランスなどユーロ
圏の国債格下げを
きっかけにユーロ急
落。

3月
2011年度貿易統計
で3年ぶり、過去
大 貿 赤字

2月 事業ブランドを刷新！新たに
「ワタミの宅食」へ変更

・ フリー・マガジン「o:kun（オー
クン）」8号を発行」

3月 ワタミグループ初の風車「ワ
タミの夢風車 風民（ふーみ

ん）」を秋田県にかほ市にて
稼動

3月 きのこのSATO販売株式会社
への出資

収合併

12年

大の貿易赤字に

5月

欧州の信用不安が
再燃

6月

消費税増税を柱と
する関連法案が衆
院で可決

7月

5月 「想い出レシピ」第2弾の発行

稼動

5月 「ワタミ手づくり厨房中京セ

ンター」を愛知県津島市に
て稼動

・ ワタミファーム丹波農場を開
設

7月 新業態 Japanese Baru「旨
い屋（うまいや）」がオープン

7月 「ワタミ夢ストリート」を開設

12年 7月
ロンドン五輪開幕

11月

アメリカ大統領選で
オバマ氏が再選

9月 「ワタミアプリ」に待望のAｎ
droid版が登場！同時に
iPhone版アプリも大幅バージ
ョンアップ

11月 フリー・マガジン「o:kun（オー
クン）」10号を発行

11月 和民國際有限公司とフラン

チャイズ契約を締結してい
るCreative Resto
Concept,Incが、居食屋「和

9月 自社の生ごみを使用した堆
肥づくりの実験を開始

11月 韓国での「居食屋和民」開発を
目的として、韓国GENESIS 
CO.,LTD社と和民國際有限公
司との合弁会社GNS 
WATAMI FOOD AND 

12月

衆議院選挙で自民
党が圧勝、第二次
安倍内閣

金融政策への期待
感から対ﾄﾞﾙ・対
ユーロとも円安へ、
株価も続伸

民」フィリピン１号店として
Mall of Asia店をマニラ湾に

面したアジア 大級の巨大
モール「SMモールオブエイ
ジア」に出店

BEVERAGE SERVICE 
CO.,LTD.を設立



1月

復興特別所得税導
入（～2037年
2月
日経平均株価が1

1月 「ワタミ手づくり厨房岩国セン
ター」を山口県岩国市にて稼
動

・ 中国地方初、宅食事業専用
の製造工場ワタミ手づくり厨

販売マーケティング 製造・物流 技術開発 人事労務 全般管理

市場環境

主活動 支援活動

日経平均株価が1
万2000円超え

安倍政権の賃金
アップ要請にローソ
ン、セブンなど賛同
3月

新日銀総裁に黒田
氏

安倍首相が環太平
洋戦略的経済連携
協定（TPP）交渉参
加を表明
4月

3月 岩手県陸前高田市の「ヤマ
ニ醤油」を使用した調味料を
開発ワタミグループの香港
店舗で販売開始

4月 FMラジオ「J-WAVE81.3 FM
」への番組コーナー提供

5月 フリー・マガジン「o:kun（オー
クン）」11号を発行

の製造工場ワタミ手づくり厨
房「岩国センター」が稼働

3月 高知県初出店となる「和民」
高知追手筋店を出店。国内
外食事業において、全国47
都道府県への出店を達成」

5月 GNS WATAMI FOOD AND 
BEVERAGE SERVICE 

3月 創業来初の農業黒字化を達成

・ 日本でのユヌス・ソーシャルビ
ジネスの普及を目的として一般
社団法人ソーシャルビジネス・
ドリームパートナーズを設立

5月 「o：kun」web magazine サイト
オープン

13年

日銀が長期国債の
保有拡大など「量
的・質的金融緩和」
5月
1ドル100円を突破、
日経平均株価も1万
5000円
7月

参議院選挙で自公
が大勝、衆参のねじ
れが解消
9月

オリンピックの開催

7月 第2回「美味しい日本食を食

べて、日本へ行こう」キャン
ペーン

10月 ワタミタクショク株式会社が「
らくシェフ」をリニューアルし

新たなお料理キットの販売

CO.,LTD.が、居食屋「和民」

韓国１号店としてカンナム店
を韓国ソウルの一大繁華街
であるカンナム地区に出店

・ ワタミグループ2号機となる

風車が、秋田県秋田市で稼
動

6月 13箇所目となる集中仕込み

センター ワタミ手づくり厨房
白岡センターが埼玉県白岡
市にて稼動

・ ワタミグループ3号機となる

6月 取締役会長（非常勤）の
渡邉美樹が取締役を辞
任

オリンピックの開催
都市が東京に決定
10月
2014年4月からの消

費税率引き上げ
（８％）を決定
11月

東京株市場の日経
平均終値で６年ぶり
の高値１万5,727円
12月

安倍首相が現職の
首相として初めて大

、新たなお料理キットの販売
を開始

・ ワタミ6ブランド全国609店舗
にPontaサービス導入決定

・ ワタミグループ3号機となる

風車が、秋田県由利本荘市
で稼動

7月 『夏サカス2013笑顔の扉』に
出店！「サカス the 
WATAMI」がOPEN

12月 株式会社デリズとワタミインター
ナショナル株式会社が、カンボ
ジアにおいて居食屋「和民」の
フランチャイズ経営を行うため、
Delis Watami Cambodia Co. Ltd.
を設立する合弁契約を締結。ま
た、同月、Delis Watami
Cambodia Co. Ltd.とワタミイン

ターナショナル株式会社が、カ
ンボジアでの居食屋「和民」開

納会に出席 発契約を締結

2月

ロシア・ソチで冬季
オリンピックが開催

・

関東甲信越を中心
に7-9日、14-15日に

各地で数十年ぶり
の積雪を記録する
大雪。東京電力管
内での停電や交通
機関への影響

3月 カロリーに配慮した和食中
心のお手頃弁当『まごころこ
ばこ』 新発売

1月 ワタミインターナショナル、海
外外食 100 号店開業

2月 新業態 CHINA BISTRO
「WANG’S GARDEN」開業

3月 「炉ばたや 銀政」銀座数寄
屋橋総本店をオープン

1月 Delis Watami Cambodia Co. Ltd.
（合弁会社名）とのカンボジア
王国における 居食屋「和民」に
関わる開発契約締結

14年

機関への影響

4月
消費税が8%に増税

ばこ』 新発売

4月 増税対応の低価格帯新商
品「まごころこばこ」お届けエ
リアを全国に拡大

当社マーケティング戦略ケースも併せてご参照ください

● 風雲急を告げる外食業界－元気寿司、リンガーハット 他（2014年）

● 拡大する食品販売のネット化－変わる食品の購入経路（2012年）

ＨＯＭＥ

http://www.jmrlsi.co.jp/sc100/case/2014/fb2014.html
http://www.jmrlsi.co.jp/sc100/case/2012/fooddelivery.html
http://www.jmrlsi.co.jp/

