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株主の皆様には、いつも格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げ
ます。また、台風や豪雨などにより被害を受けられた皆様に心から
お見舞い申し上げます。
株主の皆様におかれましては、これまでのご支援に感謝いたしま
すと同時に、引き続きご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

2019年9月、おかげさまで、大阪王将は
創業50周年を迎えることができました。

堅実に前進
当社を取り巻く上期の経済環境は、堅調に推移したものの、

米中貿易摩擦を中心に海外要因を起点とする景気の下振れの
リスクがあり、依然として景気不透明感は払拭されていません。
当社が直面している食品や外食といった事業環境も、天候不
順や自然災害、人件費の高騰、消費増税など、さまざまな要因
が絡み、予断を許さない状況が続いています。
このような状況の中、当社の上期の業績は、商品やサービ

スの原点に立ち返り、お客様への訴求力の向上に取り組んだ
結果、増収増益を達成することができました。創業50周年を
契機に「イートアンド	創業50周年〜強い組織への変革〜」を
会社方針として掲げ、収益性の高い会社を目指すべく質を追求
し、さらなる利益体質の会社を実現するために、生産事業を軸
に、「食品事業」「外食事業」の唯一無二のビジネスモデルでシ
ナジーを最大限に発揮し、成長していきます。

継続的な成長のために
大阪王将では、2019年4月にアカデミー機関を開学し「QSCの

向上」「人材の育成」等、原点に立ち返り、創業当時のレシピを再現
した餃子を販売するとともに、“神巻き・神焼き”を徹底指導し餃
子のクオリティおよび調理スキルを上げるべく取り組んでいます。
心臓部分である生産事業では、関東第一工場（群馬県）の隣接

地に竣工した関東第二工場において、AIやロボット技術を駆使し
たより安全性の高い、最新鋭の設備を整え、労務作業の軽減を
図るとともに自社製品の内製化比率をさらに高めていきます。
働き方改革では、勤務地や仕事内容、勤務時間等を限定して

働く新しい雇用形態を新設するなど、時代に合ったワークスタ
イルの確立や従業員のワークライフバランスを意識することで、
会社全体としての人財力をさらに高め、経営理念である「おな
かいっぱいの幸せ」をこれからも多様なステークホルダーの
皆様に提供していきます。
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1969年、大阪京橋に1号店の看板を出したのが大阪王将の始まりでした。
たくさんのお客様の笑顔に支えられて、創業50周年を迎えることができました。

おなかいっぱいの幸せをおなかいっぱいの幸せを

大阪王将

創業50周年！

　大阪王将創業50周年のスタートとして、お客様からのお声をもと
にさらなる美味しさを追求し、元祖餃子をリニューアルしました。よ
り美味しくなった「復刻創業餃子」を創業50周年の感謝の気持ちとと
もにお届けします。

創業50周年の感謝を込めて！
 「復刻創業餃子」！

原点回帰！看板を
  　から　  色に！赤 黄
　創業50周年を契機に原点回帰の一環として、創
業時のイメージカラーである黄色を基調に、昭和を
感じさせるようなデザインに看板をリニューアルし
ました。リニューアルした店舗ではお客様のご来店
が増えるなど、賑わいをみせています。
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創業50周年

店舗と冷凍食品が

羽根つき餃子

　創業50周年を記念して、食品事業と
外食事業の2つの出口を持つ当社独自
の事業モデルを最大限に活かしたキャン
ペーンを行いました。冷凍食品をご愛
用いただいているお客様に大阪王将の
店舗の味も知っていただくために、今後
もこのような取組みを行っていきます。

ぷるもち水餃子

　創業当時の活気あふれる日本をイメージした「モーレツに元気
が出る一皿」をコンセプトに、創業50周年限定メニューとして「天
下無敵の焼豚炒飯」「大胆不敵な生姜焼き炒飯」「完全無⽋のゴー
ルデン炒飯」「魅惑の肉あんかけニラ玉炒飯」と、明日への活力と
なる“明日活メニュー”を続々と提供しています。

限定メニューも続 ！々

⼤阪王将の特別メニューが
“将棋めし”として登場！
　イートアンドが特別協賛する第69期「大阪王将杯王将戦」の対
局中の食事に、大阪王将の創業50周年特別メニューを「将棋めし」
として提供し、多くの棋士の皆さんに喜んでいただきました。

熱いコラボ！

大阪王将 創業50周年！

藤井聡太七段の将棋めし
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「⼤阪王将⽻根つき餃⼦」の
累計販売数が
1億7,000万パックを突破

食品
関西工場が
冷凍餃⼦製造開始10周年！
関東第二工場は11月に竣工

生産

⼦供たちへ
餃⼦を届けようプロジェクトCSR

R Bakerなど、ベーカリー
カフェ業態全店でこれまでにない
新しい取組みをスタート

外食

What's up!おなかいっぱいの幸せをおなかいっぱいの幸せを

トピックス

　2014年8月に「大阪王将羽根つき餃子」の販売を開
始して以来、2019年7月末までの累計販売数が1億
7,000万パックを突破しました。2020年3月末時点で
は、「羽根つき餃子シリーズ」の累計販売数は2億パック
を達成する⾒込みです。今後も、さらなる美味しさを追
求し、皆様に愛される冷凍食品の製造・販売を行ってい
きます。

　関西工場はこの８月で冷凍餃子製造開始10周年を迎
えました。「大阪王将羽根つき餃子」をはじめ、これまでに
約20億個の冷凍餃子を製造してきました。
　また、新関東工場（関東第二工場）が11月に竣工しま
した。AI技術やロボット化を積極的に導入し、羽根つき
餃子は既存工場の1.3倍、ぷるもち水餃子は2倍の製品
を生産できるようになりました。

　「おなかいっぱいの幸せ」をお子さまたちに届ける
活動として、全国の児童養護施設を訪問しています。
クイズ形式で餃子の作り方や手洗いの大切さを紹介
し、大阪王将直伝の餃子の巻き方で子供たちと一緒
にたくさんの餃子を巻くなど、食べることの大切さ
や楽しさを実感できるイベントを開催し、当期中に
50回訪問します。

　イートアンドのベーカリーカフェ業態では、夏にはス
パイスを練り込んだモチモチのパンに新鮮な野菜や肉
をトッピングし、さらにスパイスをのせたSpice＆Bread
「SPAN（スパン）」、秋にはたまごをたっぷり使った
ケーキのようにふわふわな新食感ドーナツ「FUWADO
（フワド）」など、全店で積極的な商品展開を行ってい
ます。

関東工場

関西工場
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⼥性による商品開発チーム
「デリシャス・インベンション・
プロジェクト（DIP）」

DIP

　社内の女性社員による商品開
発チーム「デリシャス・インベン
ション・プロジェクト（DIP）」では、
日々の生活の気づきから、女性目
線でのアイデアを積極的に取り
入れ、時代の変化に対応した商品開発を行っています。
　共働き家庭の増加により、女性の活躍は益々期待さ
れており、企業や社会全体を活性化する大きな力となっ
ています。また、購買決定権を持っている女性の意⾒を
反映させることで、ヒット商品の開発につなげることを
目的とし、ポジティブな組織づくりを推進しています。

外食部門からスタート
「限定正社員」制度を新設

働き方
改革

働きやすい職場づくり
従業員コミュニケーション
向上施策

職場

⼤阪王将の餃⼦製造工場で
外国人技能実習生を受入れ

技能
研修

　多様化する働き方に対応した完全週休3日制の「限定
正社員」制度を新設しました。働き手のライフスタイル
の多様化に対応したフレキシブルな働き方を提供し、働
きやすさを重視する若年層をターゲットとした採用を強
化しています。

　働き方改革やワークライフバランスの一環として当
期より従業員とそのご家族を対象に従業員コミュニ
ケーション会やファミリーイベントを行っています。
　働く姿をご家族に知ってもらうことで、会社について
ご理解いただくとともに、従業員同士がお互いに尊重し
合い、高いモチベーションをもって仕事に取り組める環
境づくりを行っています。

　当社は、関東工場と関西工場で外国人技能実習生を
受け入れています。これまでにベトナムとフィリピンを
中心に総勢62名の技能
実習生を受け入れ、餃子
の皮・具などを製造する
技能実習を開始してい
ます。
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国内
直営店舗

33
国内

加盟店舗

311
海外店舗

37
国内

直営店舗

19
国内

加盟店舗

23
海外店舗

10

大阪王将 ラーメン
国内

直営店舗

32
国内

加盟店舗

15

その他

店舗数は2019年9月末現在のものです。

外食事業

おなかいっぱいの幸せを

広がるイートアンドの事業

食品事業

羽根つき餃子 羽根つきチーズGYOZA 羽根つきカレーぎょうざ

ぷるもち水餃子 羽根つきにら饅頭羽根つき焼き小龍包

ふっくら豚まん チーズ入り豚まん 炒飯の素手作り餃子の素 マヨチリソース 麻婆ふりかけ
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14,17914,179

通期
30,400
（計画）

14,77914,779

通期
29,164

13,51613,516

通期
28,166

売上高
（百万円）

第41期 第42期 第43期

■■上期　■ 下期

■直営　■加盟

第41期
期末

第42期
期末

第43期
中間

84

396

480

79 88

405 394

484 482

32.5

18.9
48.6

通期
915
（計画）

511511

通期
770

418418

通期
834

462462

第41期 第42期 第43期

営業利益
（百万円）

■■上期　■ 下期

通期
897
（計画）

510510

通期
743

404404

通期
798

429429

第41期 第42期 第43期

経常利益
（百万円）

■■上期　■ 下期

通期
355
（計画）

222222

通期
215

135135

通期
336

141141

第41期 第42期 第43期

四半期純利益
（百万円）

■■上期　■ 下期

業績ハイライト

売上高

147億79百万円

経常利益

5億10百万円

総資産

176億36百万円

営業利益

5億11百万円

親会社株主に帰属する四半期純利益

2億22百万円

純資産

73億77百万円

外食事業 セグメント構成比率

48.3%

71億41百万円76億37百万円

1億67百万円5億28百万円

売上高売上高

営業利益営業利益

外食事業における
店舗数の推移
（店）

冷凍餃子（焼き餃子・�
水餃子）のシェア
（2020年3月期	4〜9月）� （%）

食品事業 セグメント構成比率

51.7%

※マーケティング会社調べ

●A社　●当社　●その他

前年同期⽐

4.2%増

前年同期⽐

10.6%増

前年同期⽐

18.9%増
前年同期⽐

57.1%増

7,5387,538

10,09810,098

7,6787,678

7,3267,326

9,7769,776

8,3638,363

第41期
期末

■■流動資産　■■固定資産

第42期
期末

第43期
中間

資産合計
（百万円）

2,5872,587

7,3777,377

7,6717,671

1,7501,750

8,4368,436

2,2182,218

4,8184,818
7,1847,184

8,7378,737

第41期
期末

■■流動負債　■■固定負債
■■純資産

第42期
期末

負債純資産合計
（百万円）

第43期
中間

おなかいっぱいの幸せを

数字で見るイートアンド

　創業50周年を迎えた大阪王将の店
舗では、「原点回帰」をテーマに黄色い
看板や赤のれんといった、創業当時の
懐かしい中華食堂をイメージした店舗
改装を加速させるとともに、新メニュー
や期間限定商品を相次いで投入し、販
売拡大に努めました。これからもさま
ざまな施策を行い、業績の拡大に積極
的に取り組んでいきます。

　主力商品の「大阪王将羽根つき餃子」
は、2014年８月に販売開始して以降、
2019年７月末までの累計販売数１億
7,000万パックを突破しました。また、
従来からの「大阪王将ぷるもち水餃子」
「大阪王将羽根つきチーズGYOZA」
に加え、新商品として「大阪王将羽根つ
きカレーぎょうざ」の販売を開始し、冷
凍餃子のすそ野拡大を図っています。
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おなかいっぱいの幸せを

商号	 	イートアンド株式会社
創業	 	1969年9月
会社設立	 	1977年8月
資本金	 	20億1,637万円
従業員	 	1,246名	

［社員＋パートアルバイト（8h換算）］
年商	 	291億円（2019年3月期）
店舗数	 	480店舗（FC加盟店を含む）
URL	 	https://www.eat-and.jp/	

当社ホームページでは、最新の企業情報、IRニュースを	
ご案内しております。

東京ヘッドオフィス	 	〒140-0002	
東京都品川区東品川4丁目12番8号	
品川シーサイドイーストタワー15階

大阪オフィス	 	〒541-0058	大阪府大阪市中央区南久宝寺町2丁目1番5号
工場一覧
・関東工場　〒374-0113	群馬県邑楽郡板倉町泉野2-40-5
・関西工場　〒573-0137	大阪府枚方市春日北町1-10-10
・岡山工場　〒714-0062	岡山県笠岡市茂平字苫無1381-60

あじふく中国物流センター内

発行可能株式総数	 14,400,000株
発行済株式の総数	 10,158,190株
当事業年度の株主数	 22,008名
大株主（上位10名）	 	

株主名 所有株数（株） 持株比率（％）

文野	直樹 1,713,640 16.87

有限会社ストレート・ツリー・エフ 1,230,000 12.11

株式会社ソウ・ツー 480,000 4.73

サントリー酒類株式会社 204,000 2.01

仲田	浩康 179,000 1.76

森	孝裕 177,000 1.74

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口5） 137,200 1.35

文野	弘美 132,600 1.31

イートアンド社員持株会 128,070 1.26

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 126,700 1.25

（注）	持株比率は、自己株式（876株）を控除して計算しており、小数点以下第3位を四捨五入して表
示しております。

事業年度	 毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	 毎事業年度終了後3カ月内
基準日	 定時株主総会	 毎年3月31日	

期末配当	 毎年3月31日	
中間配当	 毎年9月30日	
その他必要ある時は、予め公告して定めた日

株主名簿管理人 みずほ信託銀行株式会社

同連絡先 みずほ信託銀行株式会社	証券代行部	
〒168-8507	東京都杉並区和泉2-8-4	
フリーダイヤル	0120-288-324	
（土・日・祝日を除く	9：00〜17：00）

上場証券取引所 東京証券取引所市場第一部

公告方法 電子公告により行う	
公告掲載URL	https://www.eat-and.jp/	
（ただし、電子公告によることができない事故、その他やむを得な
い事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載致します。）

国内子会社（連結対象会社）	
・株式会社ナインブロック	 〒541-0058		大阪府大阪市中央区	

南久宝寺町2丁目1番5号
・株式会社Ａ＆Ｂ	 		〒140-0002		東京都品川区東品川4丁目12番8号	

品川シーサイドイーストタワー15階
事業内容
・冷凍食品の製造
・全国の量販店・生協向けの商品の製造及び販売
・加盟店向けの食材の製造・卸及び販売
・	「大阪王将」FC本部及び直営店の運営
・ラーメン専門店「よってこや」FC本部及び直営店の運営
・太陽の恵み味「太陽のトマト麺」FC本部及び直営店の運営
・「ローストビーフ油そばビースト」直営店の運営
・ベーカリーカフェ「R	Baker	Inspired	by	court	rosarian」FC本部
及び直営店の運営
・自家製酵母パン「Coccinelle（コシニール）」FC本部及び直営店の運営

所有者別株主分布状況
（%）

所有株式数別株主分布状況
（%）

会社概要	（2019年9月30日現在）

株式の状況	（2019年9月30日現在）

株主メモ

●個人・その他	 21,812名（6,789,727株）
●金融機関	 15名（550,300株）
●その他法人	 118名（2,601,700株）
●外国個人・外国法人	 46名（62,600株）
●金融商品取扱業者	 17名（153,863株）

●100株未満	 113名
●100株以上〜500株未満	 20,240名
●500株以上〜1,000株未満	 912名
●1,000株以上〜5,000株未満	 673名
●5,000株以上〜10,000株未満	 28名
●10,000株以上〜50,000株未満	 19名
●50,000株以上〜100,000株未満	 12名
●100,000株以上	 11名

企業情報／株式情報


