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フードサービス業による農業参入に関する一考察

一口一力ルチェーンを対象に一

策藤文信(秋田県農業試験場)

清野誠喜(新潟大学農学部)

Entry of Food Service Businesses into Agricu1ture: The Case of Local Chains 

Fuminobu Saito (Akita Prefectual Agricultural Experiment Station) 

Seiki Kiyono (Faculty of Agriculture， Niigata University) 

In terms of positioning the entry of local food 

service chains into agriculture as one means of pro-

curing and using food products， this study compares 

local chains to larger chains and examines them仕om

two perspectives: (1) The number of items produced 

at their own farms and food preparation locations， 

and (2) The method of en廿yinto agriculture. No 

differences were found between local chains and 

large chains in terms of the production function of 

their own farms and food preparation locations. With 

1. はじめに

1990年代初めのバブル経済崩壊後，フードサー

ビス市場は成熟期に入り，肉類を中心とした食材の

差別化から，新たな戦略食材として生鮮野菜類を用

いた差別化が進められてきた(小田[2J).フードサー

ビス業における生鮮野菜の調達方法は，生産者(団

体)からの直接調達，卸売市場調達，商社や問屋な

ど中開業者からの調達，カット野菜業者からの調達，

自社生産に大別される. このうち自社生産による調

達は，一部の生業庖やそヤシなどの工場生産的野菜

が対象であり，極めて限定的であった.

しかし， 2000年の農地法改正により株式会社形態

の農業生産法人が認められたことや， 2009年農地法

のさらなる改正により一般法人による農業への参入

が可能となったことをうけ，フードサーピス業にお

いても，野菜の自社生産に踏み切る事例がみられる

ようになった.

本稿では，フードサービス業の農業参入を野菜調

達・利用システムの lつとして位置付け，近年，フー

ドサーピス業において，相対的にその地位が高まっ

(148) 

regard to the method of entering agriculture， local 

chains tend not to have strong relationships with 

agricultural producers prior to entry， which results 

in a lack of cooperation with farmers before entry 

and engenders en廿yat the head office level. Large 

chains， however， had stronger ties with producers， 

with whom they sign farming contracts even before 

entering agriculture. In cooperation with producers 

upon entering agriculture， they gain access to 

regions not related to the head office location. 

ているローカルフードサーピスチェーン(以下，ロー

カルチェーン) 1)に注目しその農業参入の実態と

特徴を整理する.

他産業からの農業参入に関する研究は，農業参入

事例の増加にともなって進められてきた.例えば，

室屋 [8J[9J口OJは農業参入全般を論じながら，

その動向整理を行っており，さらには渋谷 [5J[6J 

のように，企業のバリューチェーンの視点から，農

業参入を論じた成果などがある.しかしフードサー

ピス業を対象としたものは少なく，サイゼリヤの農

業参入を事例とした池田 [lJや株式会社による有

機農業の展開としてワタミを分析した室屋[l1Jな

ど，いずれも外食ナショナルチェーン(以下，大手

チェーン)を対象とした研究となっている.そうし

たことから， ローカルチェーンを含めた農業参入に

ついての研究蓄積が求められている.

2. 分析対象と方法

まず， フードサービス業全体における農業参入事

例を概観し，次いでローカルチェーンの事例分析を
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行う. ローカルチェーンの事例分析は，後述する理

由により A社と B社を対象に行う.両社に対して

2009 ~ 12年にかけて複数回実施したヒアリング調

査をもとに，その分析を行う.

なお，本稿では植物工場方式による農業参入は対

象とせず，土地利用型農業への参入に限定する.

3. フードサービス業による農業参入の概況と事例

分析企業の位置づけ

フードサービス業による農業への参入事例を表 I

に示す.同表より，フードサーピス業においても，

2009年の農地法改正以降，その参入事例が増加し

ていることが確認できる.

参入事例を企業規模別に，大手チェーンとローカ

ルチェーンの 2つに分類 2)すると，大手チェーンの

参入事例が 8社，ローカルチェーンの参入が 6社で，

フードサービス業における農業参入には，企業規模

との関連はないことがわかる.

参入方法としては， i自社一部門として直接参入」

と「子会社として農業生産法人を設立J，そして「生

産者あるいはJAと共同出資で農業法人を設立」と

いう 3つのパターンがみられる.このうち最も多い

方法が， i子会社として農業生産法人を設立」する

もので4割近くを占めている. i自社一部門による

直接参入」は， ローカルチェーンの 3社でのみであ

仏大手チェーンにはみられない.大手チェーンの

参入で特徴的な点は，契約栽培関係のある「生産者

らと共同出資」で参入するケースが 5社と多いこと

にある 3) これに対し， ローカルチェーンの参入で

は，同方法による参入はみられない.

ローカルチェーンのなかでも，静岡県内を中心に

弁当・総菜チェーンを展開する A社と，熊本県内

を中心に居酒屋・和食チェーンを展開する B社が，

農業参入からの時間経過が長く， ともに自社農場産

野菜を使用したメニューを開発している しかし，

他のローカルチェーンは，参入から日が浅く，自社

農場における生産活動も試験栽培段階に留まってい

る 4) そこで， 自社農場での安定的な生産が行われ

ている A，B両社を事例分析の対象とする.

4. ローカルチェーンの参入事例分析

(1 )事例分析の視点と企業概要

フードサービス業全体の農業参入動向を踏まえ，

本節ではローカルチェーンにおける農業参入につい

て，その実態・特徴を整理する.具体的には，次の

2点に着目する. 1点目は，食材，とくに野菜の調達・

利用システムの状況についてである そして 2点目

は，前述のようにローカルチェーンと大手チェーン

で、その違いが確認された，農業参入の方法である.

事例としてとりあげるA， B両社の企業概要と野

表1.フードサーピス業による農業参入の概況

年 企業名(屋号ーなど) 区分 本社所在地/参入地域 参入方法
1997 平成フードサービス(淡町、北海道)※ ロ 東京/群馬 法規制により契約農家が経営
2000 サイゼリヤ 大 埼玉/福島・宮城 契約先法人に出資
2002 ワタミ(和民) 大 東尽/千葉など グループ内に子会社設立(ワタミファーム)
2005 A千土 ロ 静岡/静岡 一部門として農業参入
2007 モスフードサービス 大 東尽/静岡 生産者らと共同出資で法人設立
2008 モンアローザ(白木屋、魚民) 大 東京/茨城・山梨 グループ内に農業生産法人設立(子会社)

Bキ土 ロ 熊本/熊本 農業生産法人設立(子会社)

2009 
JR東海(グ、ループ内飲食事業等で使用) 大 愛知/ニ重・岐阜 グループ企業が農業部門設立

JR東日本(グループ内飲食事業等で使用) 大 東尽/茨城 JAと共同で法人設立

カの源カンパニー(博多一風堂など) ロ 福岡/大分 グループ内に農業生産法人設立(子会社)

JR九州(グ〉レープ内飲食事業等で使用) 大 福岡/大分 グループ内に農業生産法人設立(子会社)
2010 吉野家ホーノレア、イングス(吉野家) 大 東尽/神奈川 生産者と共同出資で法人設立

デリカスイト(美濃味匠) ロ 岐阜/岐阜 一部門として農業参入
2012 薬糧開発 (OrganicHouse) ロ 東京/埼玉 一部門として農業参入

資料:各社プレスリリース，マスメディア報道， 日本フードサーピス協会へのヒアリング調査をもとに作成.

注:区分については， Iロ」はローカノレチェーン， I大」は大手チェーン，をそれぞれ意味する.

JR各社については，子会社の飲食事業の売上は最大で240億円程度であるが，連結決算対象のグループとし

ての参入であり，大手として分類した.

※平成フードサービスは同業他社に買収され，庖舗ブランドは存続しているが，食材調達などは大幅に変更している.

庖舗数は参入当時のものである

(149) 
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菜調達・利用システム，参入手法については表 2の

通りである.

A社は， 1987年に株式会社に移行した総菜・弁

当の製造販売業である.静岡県西部を主な出庖地域

として，県内に 54庖舗，県外に 4庖舗を出庖して

いる.年間売上金額は 44億円 (2011年 3月期)で

ある.市内の工場 2ヶ所を集中調理施設(以下，

CK) として位置づけ，そこで集中的に加工・調理

を行い，各庖舗で最終的に仕上げる仕組みである.

一方， B社は 1991年設立の外食企業で，和風・

洋風居酒屋，活魚料理庖，回転寿司庖を経営してい

る.熊本県を主な出庖地域として，九州各県と広島，

山口に合計 80広舗を展開している.年間売上高は

63億円 (2012年 2月期)である. CKは保有せず，

各庖舗での調理を行っている.主力となる和風居酒

屋は，客単価 2，800円前後である.原則として庖内

に生け笠を設置し，地元九州産の活魚を中心に，鮮

度感を強調した他社との差別化を図っている.

(2)野菜の調達・利用システム

A社では， 1997年頃から野菜を差別化食材のひ

とつとして位置付け，特別栽培農産物など農薬や化

学肥料を削減して栽培されたものを契約栽培により

調達する方針に切り替えた.現在，利用する野菜の

80% (仕入額ベース)が契約栽培野菜である. しか

し生産者との直接契約による調達ではなく，卸売

業者や商社など中開業者を経由した契約取引であ

る.調達された野菜は，すべて 2ヶ所の CKに集約

される.年間の野菜仕入額は約 3億円で，食材仕入

れ額合計に占める野菜比率は 20%台と，弁当・総

菜業界の平均を上回る 5)

A社の自社農場では，年間で 30~ 40品目程度の

野菜を生産している.自社農場から調達する野菜は，

虫害や病害など食用に不適なものを除いて，無選別

で CKに運ばれ，調理されている.卸売市場では規

格外品となるような曲がった根菜類などもあり，契

約栽培や卸売市場から調達する野菜と比較すると，

CKでの洗浄やカットなどで作業効率が低下するこ

とがあるが，大きな問題にはなっていない.また，

ダイコンなど一部の野菜は切干や漬物用に加工し，

貯蔵性を高めることでロスの軽減が図られている

この他，農場での生産状況確認を徹底することで収

穫予測を行い，一般調達品の発注量を増減させ，数

量調整を行っている. 自社農場産野菜は，品目の増

減はあるものの，通年で内部取引として全量 CKで

使用し，社外には販売していない.取引価格は，既

存の契約栽培価格を参考に決定している.農場の収

益面では参入以来，赤字が続いている.

B社では，活魚の産地直接取引に追随する形で，

野菜についても 1997年頃から差別化食材の lっと

して位置付け，地場特産野菜を含め九州産野菜の調

達を積極的に行ってきた.調達する野菜は，一部の

サラダ用野菜と刺身のツマを除いてはホール野菜

(原体のまま)である.調達形態は，産地との契約

栽培ではなく，中開業者を活用した仕様書契約によ

る 以前は福岡県内の物流拠点に食材調達を一括集

約し，各庖舗に配送する形態であった. しかし現在

表 2.A社と B社の概要と野菜調達・利用システム

Aキ土 Bネ土

創業(法人化) 1987年 1991年

庖舗数 58庖 80庖

企業概要 出席地域 県内中心に東京・神奈川・愛知に4庖 県内中心に九州全域、広島、山口
業態 弁当・総菜販売 和洋居酒屋・和食居・回転すし

食材仕入れ額に占め
20%台 10%台前半

る青果物比率

野菜調達方法 中開業者を活用した契約取引・市場調達 中開業者からの契約的取引

野菜調達・ 利用シスァム 2か所のCKを活用し、!百舗では最終仕上げ CKは無く庖舗での調理
利用 生産品目 土物類・葉菜類・果菜類幅広く約40品目 キャベツ、ーフに絞り込み

システム
利用方法 自社CKで加工・調理し庖舗へ供給 物流拠点を経て庖舗に配送、広告菌で調理

生産過剰時の対応 全量自社CKで加工・調理 価格を下げて需要拡大・市場出荷

農業参入の 参入年 2005年 2009年
状況 参入方法 農業特区を利用してI部門として直接参入 子会社(農業生産法人)設立

資料:ヒアリング調査により作成ー

注 :CKは集中調理施設(セントラルキッチン)を表す

(150) 
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は，鮮度強化のために野菜を一括物流から除外し，

エリアごとに拠点を設けて野菜を調達し，各庖舗へ

と配送している 年間野菜仕入れ額は 1億 4，000万

円で，食材仕入れ額全体に占める比率は 10%台前

半となり，居酒屋業界では平均的水準 6)である.

B社の自社農場では，生産品目を 2012年の作付

からキャベツ，ニラの 2品目に絞り込んでいる.参

入当初の 2年聞は，庖舗での使用量が多い 16品目

の試験栽培を行った. この試験栽培の結果と庖舗で

の使用量や使いやすさ，さらには農業生産技術との

パランスを考慮し， 2012年に作付品目の絞り込み

が行われた.生産物は，原則として物流拠点に納品

され，個広別の仕分けを行い各庖舗に配送される.

庖舗では通常仕入品と同様に調理され，来庖客に提

供される.常時供給できる数量を確保できていない

ため，限定メニューとしての提供となっている.通

常仕入品と同様に各庖舗の野菜発注票に記載されて

おり，各庖舗が発注する仕組みである 自社農場産

野菜の価格は市況等をもとに決定され，通常仕入品

とほぼ同等の価格となっている.なお，収益面では，

参入以来，赤字が続いている.

自社農場産野菜の生産量は，庖舗での使用量を満

たしてはいないが，収穫期と広舗での需要期の

ギャップ，さらには収穫の集中などで，一時的に生

産過剰となることがある.その場合は，1;5舗納入価

格を引き下げ，さらには卸売市場出荷へ出荷するな

どの対応をとっている しかし，現時点では外部へ

の販売力は総じて弱く，その強化のために 2011年

から業務用食品卸会社を退職した人物を，農業生産

法人の顧問として採用している.

(3)農業参入方法

A社の農業参入形態については，最終的に自社一

部門として直接参入することとなったが，農業生産

法人への出資による農業参入も検討された.直接参

入を選択した大きな要因は，農業生産法人への出資

比率が総議決権の 10%以下が上限η とされており，

意思決定に十分な関与ができないと判断したためで

ある.参入に際しては，契約栽培先の生産者や地域

の生産者などとの連携はなく，単独での参入である.

それに対して B社の参入方式は，子会社として

農業生産法人を設立したものである. この子会社に

は， B社の食材調達を統括する専務が代表取締役に

就任している.参入の経緯としては， B社の社長が

農業に強い関心を持っていたところに，取引先(市

内の印刷関係会社)との個人的なつながりから，参

入場所となる農地(市内)を紹介される機会があり，

トップダウンで農業参入を決定した.以前から九州

各地の農業生産法人や契約栽培先の生産者を訪問

し，産地見学などの交流を行ってきたが，農業参入

に際しては， これらの生産者との連携はなく，単独

で子会社を設立し農業へと参入した.

5.考察

最後に，フードサービス業におけるローカル

チェーンの農業参入の実態と特徴を，大手チェーン

との比較を加えつつ，野菜調達・利用システムの視

点から考察する.

フードサービス業， とりわけチェーン展開を図る

企業における野菜調達・利用システムは，調理を行

う場所により， CKと庖舗調理の大きく 2つに分け

られる.チェーン展開を支える野菜調達・利用シス

テムでは，一定の条件で規格化や標準化が求められ

る.そのひとつに， CKを活用した集中調理による

標準化があり，また，庖舗調理の場合では，調達品

に細かい規格化を図ることになる.こうした中，フー

ドサービス業が農業参入することによる自社農場の

生産機能(生産品目・形態)は，当然のことながら

上記のシステムに大きく規定される.

具体的には， CKを有する場合は自社農場におけ

る生産は多品目となり，庖舗調理のケースでは生産

品目の絞り込みが行われる傾向がみられる 本稿で

取り上げ、た事例では， A社は自社農場で約 40品目

もの野菜を生産しているが， CKを活用することで

調理の効率化を図り，市場規格外となる変形果でも

調理を行い，その標準化を図っている.それに対し，

庖舗調理を採用する B社では，調理工程は庖舗に

依存しており，市場規格と同程度の出荷規格が求め

られる このため，農場の生産技術と庖舗での野菜

使用量と使いやすさのバランスから，キャベツとニ

ラの 2品目に絞り込んだ農業生産が行われている.

こうした関係は，大手チェーンの事例からも確認で

きる.例えば， ワタミは CKを保有し， 自社農場で

生産された多品目の野菜を CKで加工・調理し，各

庖舗に配送している.つまり， CKの活用により多

少の変形果や肥大が進んだ野菜でも商品化が可能で

ある 8) 一方， I吉舗調理を採用するモスフードサー

(151) 
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ピスでは，静岡県と群馬県に開設した自社農場での

生産品目はトマトのみに絞り込んでいる 9)

以上のことから，野菜調達・利用システムに位置付

けられる自社長場の生産機能(生産品目・形態)は，

調理方式に規定され，企業規模での差異はみられない.

一方，農業参入方法においては，企業規模との関

係が確認される.事例数は少ないものの，本研究で

対象とした A社と B社は，契約栽培を通じた農業

法人との連携はなく，単独での参入となっている.

これに対し大手チェーンの参入では，それまでの契

約栽培先などの有力農業法人との連携や共同出資に

よって農業参入を図るケースが多い.このような違

いは，野菜調達における契約取引先(農業法人)と

の関係性の強弱から生じている.つまり，大手チェー

ンにおける野菜の契約取引は，全量ではないものの，

農業法人との直接取引による調達を行ってきた.そ

れに対しローカルチェーンの野菜調達においては，

民業法人との直接取引は無く，中開業者を経由した

契約取引であった. これは，農業参入前の農業法人

との関係性が弱かったことを示す.さらに，連携先

となる法人の有無に加えて，ローカルチェーンは前

掲表 lでみるように，その参入地域が本社所在地と

同一で，地元での参入となっている 10) 様々な機能

をもった農業法人を選択するのではなく，地域(地

元)を優先した参入により，農業法人とのパートナー

シップがさらに構築しにくい状況となっている可能

性があるそしてこのような参入方法の違いが，フー

ドサービス業における農業参入において，大きく 2

つの意味を持つことになる.

l点目は，数量調整機能で大きな違いをもたらす

ということである.具体的には， ローカノレチェーン

では，農場で生産された野菜の数量調整は全て自社

で行うことになる.A社では， CKを活用した数量

調整を行っている. CKを持たない B社で、は外部へ

の販売が重要となるものの，その外部販売力はまだ

弱く，その強化の必要性から営業担当として顧問を

雇用するなどの対応がみられる.一方大手チェーン

では， 白社農場における数量調整機能を連携関係や

共同出資者である農業法人が担い，広舗での必要量

のみを調達する仕組みを採用している.例えば，サ

イゼリヤでは，自社農場周辺の契約栽培先が数量調

整を行っている 11) また，モスフードサービスでは，

自社農場の共同出資者である農業法人が数量調整を

担い，モスフードサーピスからの発注量を超えるト

マトは，生協などに販売している 12) また， ワタミ

では前述のように CKを利用して幅広い規格の野菜

使用を行い，歩留まりを上げる一方で，数量調整は

連携先の法人が中心的に担い，外部への販売も積極

的に行っている 13)
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2点目は，農場単体での黒字化のし易さ(し難さ)

にもつながっているということである.前述したよ

うに，大手チェーンでは， 自社農場であっても生産

された野菜を全量使用する必要はなく，一般の調達

先と同様にジャストインタイムに近い形で発注し，

納品を受けるシステムを，連携する農業法人の協力

により構築している.この点を，農場側(子会社)

からみれば，親企業への納入量を超える分について

は，自ら(連携先や共同出資者)のチャネル開拓に

より，外部への販売が可能であることを意味する.

これにより，大手チェーンが設立した農業法人では

収益を確保し，黒字化を達成する事例がでている.

モスフードサービスの自社農場は 2011年に黒字決

算 14)となっており， ワタミの自社農場でも 2013年

3月期には赤字解消の見込み 15)とされている.それ

に対してローカルチェーンの自社農場では，自らが

販路を持つことはなく，フードサービス業本体での

数量調整や市場出荷にとどまっている.大手チェー

ンの連携先法人のように，ネットワーク化された販

売チャネルを持っておらず，収益性は低く，赤字解

消に至った事例はまだない.例えばB社では，大

子チェーンの事例にはみられない，前述した外部販

売に対応するための顧問を採用するなど，農場にお

ける人件費増加の要因にもなっている.

以上をまとめると， ローカルチェーンの農業参入

の特徴として次のことが指摘できる.まず，単独で

の参入という特徴がある.さらに自社農場産物の数

量調整を自社で行うという特徴がある. この 2つの

特徴は，参入以前の野菜調達において農業法人との

直接的な契約関係がなかったこと，さらには地域(地

元)を優先した参入が行われがちであること，など

に起因している.そしてそのため，数量調整は自社

農場ではなく，フードサーピス業本体での調理工程

や使用量増加などに依存することになる.また， こ

うした特徴が，農場自体の収益性にも影響を与える.

f付記]本稿は，文部科学省科学研究費補助金(基
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盤研究 (C)代表:斎藤文信)による研究成果の一

部である.

注 1) 日本フードサービス協会へのヒアリングによれば，

大手チェーンの出庖が微増にとどまるなか，法人

庖舗数が伸びている. このことから，庖舗数 100

庖舗未満程度のローカノレチェーンの庖舗数が増加

していると推察できる.

2) 大手とローカノレの区分については，大手チェーン

を10都道府県以上に庖舗展開を図る，または年間

売上高が 500億円を超える企業， ローカノレチェー

ンは庖舗数が 10庖舗以上，または年間売上高が

20億円以上のチェーン庖とした なお， I苫舗数が

10庖舗未満，年間売上高が 20億円未満の企業は

マイクロチェーンとして，分析対象には含めては

いない

3) ワタミの農業参入では，出資関係はないものの，

参入地域について契約栽培先との連携がある

4) 2009 ~ 12年に農業参入をしたローカノレチェーン

のうち，デリカスイトと力の源カンパニーは試験

栽培の段階にある.また，薬糧開発では農地開発

と土壌改良に留まっている

5)弁当・総菜業界の平均水準は 15~ 20%であると

されている(日本惣菜協会 [7J). 

6) 居酒屋業界の平均水準は 15%程度であるとされて

いる(外食産業総合調査研究センター [3J)

7) 2009年の農地法改正以降は l社で 25%未満，農

商工連携の相手先企業の場合は 50%未満と緩和さ

れたー

8) ワタミファームでのヒアリング調査

9) モスフードサービスにおける野菜調達の詳細につ

いては，爾藤 [4Jを参照のこと.

10) 力の源カンパニーは大分県で参入しているが，提

携する和太鼓集団との関係で用地を確保しており，

他社の参入とは異なる点があるーまた，薬組開発

は埼玉県での参入であるが，本社工場を同地に建

設する計画がある.

11)サイゼリヤの数量調整については，池田【lJが詳

しい.

12) 9) に同じ.

13) 8) に同じー

14)共同出資者，津浦彰治氏のプログでの発言 (2011

年 3月 31日). http://b1og.livedoor.jp/sawaurab1og! 

訂chives/1398572.html

15) W 日本経済新聞~ (2012年7月 19日・朝刊)
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