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本資料には、両社の中長期的戦略・計画・見通しが含まれております。
歴史的事実でないこうした記述は将来の業績を保証するものではなく、

リスクと不確実性を内包しております。
将来の業績は、経営環境の動向などにともない変化し得る可能性があるため、

本資料に全面的に依拠することは控えるようお願い致します。
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ⅠⅠ．．業務提携の理由業務提携の理由

１．社会的な背景

２．自治体業務の民営化が創出する市場規模

３．民間におけるアウトソーシング市場規模
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政府による構造改革・規制改革政府による構造改革・規制改革

「官から民へ」の流れが「官から民へ」の流れが加速加速

※※日本経済新聞社日本経済新聞社 日経日経BPBP社社 他報道各社記事より他報道各社記事より
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官から民への制度改革が進展官から民への制度改革が進展

19991999年度年度 PFIPFI（プライベート・ファイナンス・イニシアティブ）法施行（プライベート・ファイナンス・イニシアティブ）法施行

20012001年度年度 小泉内閣誕生、ニューパブリックマネジメント導入推進小泉内閣誕生、ニューパブリックマネジメント導入推進

20032003年度年度 構造改革特区、指定管理者制度導入開始構造改革特区、指定管理者制度導入開始

20052005～～0606年度年度 各自治体が集中改革プラン（～各自治体が集中改革プラン（～0909年度）発表年度）発表

20062006年度年度 行政改革推進法、公共サービス改革法（市場化テスト）施行行政改革推進法、公共サービス改革法（市場化テスト）施行

20072007年度年度 夕張市財政再建団体に移行夕張市財政再建団体に移行
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自治体の行財政改革への自治体の行財政改革への
取組み本格化取組み本格化

・税収減、少子高齢化、地方交付税の削減などによる地方財政の悪化

・夕張市の破綻に伴う自治体への健全性監視の厳格化

・地方公務員の削減

・行政サービスの民間への業務委託

・指定管理者制度による公共施設の民間への経営委託

・赤字の公共施設、公営企業の売却
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自治体業務の民間へのアウトソーシング急拡大自治体業務の民間へのアウトソーシング急拡大

・行政サービスの民間委託が定着。今後、対象範囲、規模が拡大へ

・ほぼ全ての自治体が公共施設に指定管理者制度を導入
第1期は外郭団体に多く移行、第2期は民間活用が拡大

・公共施設の新設についてＰＦＩが拡大。2兆円規模に

・各自治体が総務省の策定した指針に基づき、平成21年度までの
行革取り組みを集中改革プランとして公表。今後3年程度で自治体
業務のアウトソーシングは一気に拡大する公算
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■■公共サービス事業公共サービス事業（（施設の運営管理・内部事務業務施設の運営管理・内部事務業務））
観光・温浴宿泊施設観光・温浴宿泊施設、、レジャー施設レジャー施設、保養施設、、保養施設、
スポーツ施設・公園スポーツ施設・公園、、図書館図書館、、美術館・博物館・展示館美術館・博物館・展示館、、
学校施設、学校施設、幼稚園・保育所・児童クラブ幼稚園・保育所・児童クラブなどなどのの
運営管理や、内部事務業務運営管理や、内部事務業務

■■車両管理事業車両管理事業
市場規模市場規模 約約11兆円兆円

■■学校給食事業学校給食事業 市場規模市場規模 約約4,7004,700億円億円

今後、今後、いっそうのいっそうの民間委託率の上昇が期待される民間委託率の上昇が期待される

大新東大新東㈱㈱により既に事業化により既に事業化

シダックスフードサービスシダックスフードサービス㈱㈱と大新東と大新東㈱㈱が既に参入が既に参入

（民間委託率は公立小中学校における学校給食調理業務）（民間委託率は公立小中学校における学校給食調理業務）

市場規模市場規模 約約33兆円兆円
※※大新東株式会社による推計大新東株式会社による推計

※※大新東株式会社による推計大新東株式会社による推計

※※（財）外食産業総合調査研究センター（財）外食産業総合調査研究センター
による推計（による推計（20052005年度）年度）

民間委託率民間委託率 19.8%19.8%
（（※※出典：文部科学省「学校給食実施状況調査」）出典：文部科学省「学校給食実施状況調査」）

（（国公私立小中高における学校給食国公私立小中高における学校給食））

大新東大新東㈱㈱により既に事業化により既に事業化

自治体自治体等等業務の民営化が創出する市場規模業務の民営化が創出する市場規模

公用車、スクールバス、福祉バス、給食配送車、ゴミ収集車公用車、スクールバス、福祉バス、給食配送車、ゴミ収集車
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両社がターゲットとする両社がターゲットとする３事業分野が３事業分野が
民間委託民間委託されることにより創出されるされることにより創出される

自治体等業務の市場規模自治体等業務の市場規模

※※ 公表されている各社資料により算出方法が異なる公表されている各社資料により算出方法が異なる

少なくとも少なくとも４４兆兆５千億５千億円規模円規模（（※※））と見込まれると見込まれる
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民間におけるアウトソーシング市場規模民間におけるアウトソーシング市場規模

※※ 大新東大新東㈱㈱による推計による推計
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１．シダックス

２．大新東

３．両社の課題

ⅡⅡ．シダックス、大新東の現状．シダックス、大新東の現状
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会社名会社名 シダックス株式会社シダックス株式会社 （持株会社）（持株会社）
代表者代表者 代表取締役社長代表取締役社長 志太勤一志太勤一
設立設立 平成平成1313年年44月月22日日
資本金資本金 8989億億3,0363,036万円万円
従業員数従業員数 単独単独 約約180180人（臨時職員含む）人（臨時職員含む）

連結連結 約約21,00021,000人（臨時職員含む）人（臨時職員含む）
事業所事業所//店舗店舗 全国約全国約3,5003,500か所か所

シダックス株式会社の概要シダックス株式会社の概要

メディカルFS
事業
25%

コントラクトFS
事業
25%

エスロジックス
事業
3%

ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽ中食
事業
7%

レストラン
カラオケ事業
39%

その他事業
1%

セグメント別売上高構成比（平成セグメント別売上高構成比（平成1818年年33月期）月期）

■■ｺﾝﾄﾗｸﾄﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ事業ｺﾝﾄﾗｸﾄﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ事業
オフィス、工場、保養施設、学校、官公庁の食堂などをオフィス、工場、保養施設、学校、官公庁の食堂などを
中心に高品質な給食サービスを提供中心に高品質な給食サービスを提供

■■ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ事業ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ事業
病院をはじめ、老人福祉施設、養護老人ホーム、病院をはじめ、老人福祉施設、養護老人ホーム、
ケアハウスなどの方々に栄養バランスだけでなくケアハウスなどの方々に栄養バランスだけでなく
おいしさも楽しんでいただける高付加価値のおいしさも楽しんでいただける高付加価値の
食事サービスを提供食事サービスを提供

■■ﾚｽﾄﾗﾝｶﾗｵｹ事業ﾚｽﾄﾗﾝｶﾗｵｹ事業
カラオケと食事を融合したレストランカラオケを全国で展開カラオケと食事を融合したレストランカラオケを全国で展開
また、地域密着型のカルチャースクールやまた、地域密着型のカルチャースクールや 各種イベント各種イベント
なども展開し地域の民間公民館の役割も果たすなども展開し地域の民間公民館の役割も果たす

■■ｴｽﾛｼﾞｯｸｽ事業ｴｽﾛｼﾞｯｸｽ事業
スケールメリットを生かした食材調達により、スケールメリットを生かした食材調達により、
安心・安全な食材をグループ内や外部へ一括配送安心・安全な食材をグループ内や外部へ一括配送

■■ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽ中食事業ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽ中食事業
病院、企業、官公庁、大学、オフィスビル等において病院、企業、官公庁、大学、オフィスビル等において
食料品、日用品、衣料品、書籍、医療衛生用品等を食料品、日用品、衣料品、書籍、医療衛生用品等を
販売する売店の受託運営販売する売店の受託運営

主な事業内容主な事業内容会社概要会社概要 （Ｈ（Ｈ1818年年99月末現在）月末現在）
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◆◆病院から学校給食、社員食堂、官庁の食堂、フードコート等、病院から学校給食、社員食堂、官庁の食堂、フードコート等、
あらゆる場所でクオリティの高い食事を提供するノウハウあらゆる場所でクオリティの高い食事を提供するノウハウ

◆◆スケールメリットの活用により、安心・安全かつスケールメリットの活用により、安心・安全かつ
高品質なまま食材コストの削減を実現高品質なまま食材コストの削減を実現

◆◆全国全国4141拠点の物流網を活用した配送システム拠点の物流網を活用した配送システム

◆◆全国約全国約300300店舗店舗 カラオケルーム売上高日本カラオケルーム売上高日本11位位
地域密着型のレストランカラオケシダックス地域密着型のレストランカラオケシダックス

◆◆米国米国 Patina Restaurant Group Patina Restaurant Group をはじめとするをはじめとする
ハイクオリティな外食レストランを展開ハイクオリティな外食レストランを展開

単位：百万円

155,264
157,950

140,909
6,359

3,364

4,934

130,000

140,000

150,000

160,000

H16.3 H17.3 H18.3

0

2,000

4,000

6,000

8,000

【連結売上高】 【連結営業利益】

シダックスグループのシダックスグループの特質特質
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シダックスによる自治体等アウトソーシング事例シダックスによる自治体等アウトソーシング事例

ｼﾀﾞｯｸｽﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ株式会社ｼﾀﾞｯｸｽﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ株式会社

岡山県倉敷市岡山県倉敷市 ■■国民宿舎「良寛荘」「王子が岳」等国民宿舎「良寛荘」「王子が岳」等44施設施設
■■水島海員会館（宿泊施設）水島海員会館（宿泊施設）

手法：指定管理者制度手法：指定管理者制度

総合的な施設運営・管理業務受託事例総合的な施設運営・管理業務受託事例

「食」のノウハウを活用したクオリティの高い「食」のノウハウを活用したクオリティの高いサービスをサービスを提供提供

新潟県出雲崎町新潟県出雲崎町 ■■道の駅「天領の里」道の駅「天領の里」

東京都羽村市東京都羽村市 ■■フレッシュランド西多摩フレッシュランド西多摩

手法：業務委託手法：業務委託

公の施設における食堂等の受託運営施設数公の施設における食堂等の受託運営施設数 全国約全国約350350箇所箇所
公立学校や官公庁、公立病院等の施設でクオリティの高い食事を提供公立学校や官公庁、公立病院等の施設でクオリティの高い食事を提供



15

大新東株式会社の概要大新東株式会社の概要

会社名会社名 大新東株式会社大新東株式会社
代表者代表者 代表取締役社長代表取締役社長 玉山雅之玉山雅之
設設 立立 昭和昭和3737年年22月月1616日日
資本金資本金 11億円億円
従業員数従業員数 単独単独 約約4,7004,700人（臨時職員含む）人（臨時職員含む）

連結連結 約約7,9007,900人（臨時職員含む）人（臨時職員含む）
支店支店//事業所事業所 全国全国4242か所か所
車両車両管理管理台数台数 3,8833,883台台
社会サービス管理人数社会サービス管理人数 3,7703,770人人

主な事業内容主な事業内容

■■車両管理事業車両管理事業

会社概要会社概要

■■社会サービス社会サービス事業事業

乗用車乗用車
役員車・公用車役員車・公用車

給食、給食センターの運営給食、給食センターの運営
施設の運営管理施設の運営管理
医療事務医療事務
建物管理建物管理
保育業務保育業務
要務要務
その他サービスその他サービス

（Ｈ（Ｈ1818年年99月末現在）月末現在）

バスバス
スクールバススクールバス
コミュニティバスコミュニティバス
送迎バス送迎バス
路線バス路線バス
貸切バス貸切バス

その他その他
給食配送車給食配送車
ゴミ収集車ゴミ収集車
業務用車業務用車

自家用自動車
管理事業
72%

不動産事業
1%

社会サービス
事業
27%

セグメント別売上高構成比セグメント別売上高構成比
（平成（平成1818年年33月期）月期）
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企業や官公庁企業や官公庁･･自治体が保有する役員車、公用車、送迎バス、自治体が保有する役員車、公用車、送迎バス、
スクールバスなどの運行管理を一括して請け負う、自家用自動スクールバスなどの運行管理を一括して請け負う、自家用自動
車管理事業を日本で初めて事業化。同事業では圧倒的なリー車管理事業を日本で初めて事業化。同事業では圧倒的なリー
ディングカンパニー。ディングカンパニー。

大新東グループの大新東グループの特質特質
車両管理をはじめとするトータルアウトソーシング車両管理をはじめとするトータルアウトソーシング

加えて近年は、自治体から学校給食、図書館、施設管理など加えて近年は、自治体から学校給食、図書館、施設管理など
様々な行政サービス業務の受託に注力。幅広い業務を一括し様々な行政サービス業務の受託に注力。幅広い業務を一括し
て受託できる国内唯一の企業として脚光を浴びる。て受託できる国内唯一の企業として脚光を浴びる。

行政サービス業務を一括受託行政サービス業務を一括受託

35,483 34,643 33,300
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単位：百万円【連結売上高】 【連結営業利益】
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自治体ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞの主な事例自治体ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞの主な事例
①①一括業務受託－青森県一括業務受託－青森県 三戸町三戸町

②②車両運行受託－長野県車両運行受託－長野県 大町市大町市

八坂支所八坂支所 ７台７台

美麻支所美麻支所 ５台５台

平成１４年４月より大町市において多種車両を受託平成１４年４月より大町市において多種車両を受託

ｺﾐｭﾆﾃｨ（ｽｸｰﾙ兼）４台・給食１台・福祉２台ｺﾐｭﾆﾃｨ（ｽｸｰﾙ兼）４台・給食１台・福祉２台

ｺﾐｭﾆﾃｨ（ｽｸｰﾙ兼）４台・給食１台ｺﾐｭﾆﾃｨ（ｽｸｰﾙ兼）４台・給食１台

行政サービス、道の駅、２５業種・９４名の一括受託行政サービス、道の駅、２５業種・９４名の一括受託

これまで町が臨時職員や個人委託などの形で行っていた道の駅これまで町が臨時職員や個人委託などの形で行っていた道の駅｢｢さんのへさんのへ｣｣のの

施設管理、学校給食の調理・配送、保育士、学校用務員、各種施設管理など施設管理、学校給食の調理・配送、保育士、学校用務員、各種施設管理など2020

を超える業務を、平成を超える業務を、平成1717年年44月月11日から当社は一括して業務を受託。それらの業日から当社は一括して業務を受託。それらの業

務に従事していた臨時職員（計務に従事していた臨時職員（計8484名）は当社に転籍し、再教育したうえで、従来名）は当社に転籍し、再教育したうえで、従来

どおり町の業務にあたる。どおり町の業務にあたる。

学級給食調理員学級給食調理員､､学級給食配送員学級給食配送員､､保育士保育士､､児童館児童厚生員児童館児童厚生員

道の駅施設管理業務道の駅施設管理業務､､図書館奉仕業務図書館奉仕業務､､公民館業務公民館業務､､勤労青少年ホーム業務勤労青少年ホーム業務

歴史民俗資料館業務歴史民俗資料館業務､､三戸共同福祉施設（ジョイワーク）業務三戸共同福祉施設（ジョイワーク）業務､､

サン・スポーツランサン・スポーツランドド業務業務､､学校用務員業務学校用務員業務､､保育所等用務員保育所等用務員､､公園管理公園管理､､

猿辺支所管理猿辺支所管理､､老人福祉センター清掃整備・施設保守維持等業務老人福祉センター清掃整備・施設保守維持等業務､､清掃業務清掃業務､､

庁舎日直庁舎日直､､福祉センター日直福祉センター日直 ､､公民館日直公民館日直､､公民館宿直公民館宿直､､学校日直学校日直､､

農村環境改善センター日直・宿直、農村環境改善センター日直・宿直、部活バス運転業務部活バス運転業務

■■一括受託した業務一括受託した業務
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館長業務から選書業務、レファレンス（相談）業務ま館長業務から選書業務、レファレンス（相談）業務ま
でトータル的に受託。でトータル的に受託。

学校給食学校給食11,00011,000食、配送車両食、配送車両1111台の一括受託台の一括受託

③③施設運営受託－兵庫県施設運営受託－兵庫県 明石市明石市 ④④ＰＦＩ参入－宮城県ＰＦＩ参入－宮城県 仙台市仙台市

市立中央図書館・西部図書館の指定管理者受託市立中央図書館・西部図書館の指定管理者受託

学校給食調理業務および車両運行管理業務の大手学校給食調理業務および車両運行管理業務の大手
企業として培った経験・ノウハウを活かし、仙台市か企業として培った経験・ノウハウを活かし、仙台市か
ら新野村学校給食センターの運営企業に選定。ら新野村学校給食センターの運営企業に選定。

■■指定管理期間指定管理期間

■■受受 託託 方方 式式

■■当社受託業務当社受託業務

■■従従 業業 員員 数数

平成１８年４月平成１８年４月11日～平成２１年３月３１日日～平成２１年３月３１日

指定管理者方式（大新東と指定管理者方式（大新東と㈱㈱ＮＴＴデータ、ＮＴＴデータ、
㈱㈱ＮＴＴファシリティーズの共同事業体）ＮＴＴファシリティーズの共同事業体）

選書業務、レファレンス（相談）業務、カウ選書業務、レファレンス（相談）業務、カウ
ンター業務、移動図書館業務、イベント、ンター業務、移動図書館業務、イベント、
読み聞かせ、管理業務、団体貸出し、督促、読み聞かせ、管理業務、団体貸出し、督促、
予約管理、図書宅配業務等、図書館運営予約管理、図書宅配業務等、図書館運営
にかかわる全ての業務にかかわる全ての業務

５０名５０名

■■事業手法事業手法

■■総予算総予算

■■運営期間運営期間

■■事業方式事業方式

■■調理能力調理能力

■■配送車両配送車両

■■従業員従業員

ＰＦＩ方式ＰＦＩ方式

約９５億円約９５億円

平成２０年４月～平成３５年３月平成２０年４月～平成３５年３月

ＢＯＴ方式ＢＯＴ方式

１１，０００食（小学校１８校１１，０００食（小学校１８校 中学校８校）中学校８校）

１１台１１台

調理部門調理部門 管理栄養士・栄養士６名管理栄養士・栄養士６名

調理社員３２名調理社員３２名 パート３０名パート３０名

配送部門配送部門 運行管理者１名運行管理者１名 配送員１０名配送員１０名
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⑤地域活性化－島根県 安来市
サービス高度化のステップアップ

安来節演芸館 外観イエローバス ヘルスマネジメントプラン
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両社の課題両社の課題

→→ 施設の運営管理や施設の運営管理や
複合的なサービス等の業務複合的なサービス等の業務

→→ 食に係る分野での食に係る分野での
取組みの多様化・高度化取組みの多様化・高度化 等等

両社の課題を相互補完し、両社の課題を相互補完し、
総合サービスの強化を図るため今回業務提携総合サービスの強化を図るため今回業務提携
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１．業務提携の内容１．業務提携の内容

２．業務提携の効果２．業務提携の効果

３．今後の戦略的展開３．今後の戦略的展開

ⅢⅢ．．業務提携の内容と効果業務提携の内容と効果
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業務提携の内容業務提携の内容

（平成（平成1919年年44月月2525日に締結した業務提携契約の概要）日に締結した業務提携契約の概要）

１．両社は、お互いの商品の研修を通じ、技術交流を深めると同時に、１．両社は、お互いの商品の研修を通じ、技術交流を深めると同時に、
ビジネスパートナーとしてビジネスパートナーとしてシダックス、シダックス、大新東のお客様に対し、大新東のお客様に対し、
各々の商品の獲得に向けて共同で営業活動を展開各々の商品の獲得に向けて共同で営業活動を展開

２．両社は、同一エリアの営業拠点長を情報責任者として商品企画書の２．両社は、同一エリアの営業拠点長を情報責任者として商品企画書の
作成及び顧客同行訪問を実施作成及び顧客同行訪問を実施

３．両社の本社にプロジェクトチームを設置して全体を統括しながら、３．両社の本社にプロジェクトチームを設置して全体を統括しながら、
共存共存共栄を図共栄を図るる
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業務提携の効果業務提携の効果

（（11）学校給食事業）学校給食事業ににおいておいてシェアシェアトップクラスのトップクラスのグループグループが誕生が誕生

（（22）複合サービスの提供による差別化の実現）複合サービスの提供による差別化の実現

（（33）営業推進体制の相互強化）営業推進体制の相互強化

これらの効果と戦略的展開によりこれらの効果と戦略的展開により
総合サービス企業グループへ総合サービス企業グループへ
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自家用自動車管理、自家用自動車管理、職職員食堂、施設運営・管理、清掃、事務等員食堂、施設運営・管理、清掃、事務等

自治体・自治体・
企業様企業様

AA社社

BB社社

CC社社

DD社社

■■総合サービスのクオリティおよびブランドを高め総合サービスのクオリティおよびブランドを高め、、他社との差別化他社との差別化
（（お客お客様から指名されるような利便性様から指名されるような利便性のの高い仕組みづくり）高い仕組みづくり）
■■「食」「車両管理」に加えて複合的なサービスの「食」「車両管理」に加えて複合的なサービスのごご提供提供
■■職員職員食堂、車両管理、施設管理全般にわたる業務改革のご提案食堂、車両管理、施設管理全般にわたる業務改革のご提案
■■従業員の多能的活用によるコスト競争力のあるご提案従業員の多能的活用によるコスト競争力のあるご提案
■■安心・安全な食材により、おいしさ、健康支援を踏まえた高付加価値なメニューのご提案安心・安全な食材により、おいしさ、健康支援を踏まえた高付加価値なメニューのご提案

職員食堂職職員食堂員食堂

車両管理車両管理車両管理

施設管理施設管理施設管理

清掃清掃清掃

事務事務事務

その他業務その他業務その他業務

シ
ダ
ッ
ク
ス
・
大
新
東

シ
ダ
ッ
ク
ス
・
大
新
東

シ
ダ
ッ
ク
ス
・
大
新
東

自
治
体
・
企
業
様

自
治
体
・

自
治
体
・
企
業
様

企
業
様

複合サービスによる競合他社との差別化を実現複合サービスによる競合他社との差別化を実現
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営業推進体制の相互強化営業推進体制の相互強化

食材調達の一元化による
コストの削減

食材調達の一元化による食材調達の一元化による
コストの削減コストの削減

アウトソーシング
ニーズへの

食、車両、施設管理を
強みとした複合的な

提案

アウトソーシングアウトソーシング
ニーズへのニーズへの

食、車両、施設管理を食、車両、施設管理を
強みとした複合的な強みとした複合的な

提案提案

営業情報の共有化や
営業拠点の統合などによる

営業体制の強化

営業情報の共有化や営業情報の共有化や
営業拠点の統合などによる営業拠点の統合などによる

営業体制の強化営業体制の強化

「食」、給食運営「食」、給食運営
アウトソーシングのノウハウアウトソーシングのノウハウ

車両運行管理車両運行管理や施設管理等や施設管理等
アウトソーシングのノウハウアウトソーシングのノウハウ

互いの強みを相互共有互いの強みを相互共有

委託運営施設における
提供メニューの
高度化

委託運営施設における委託運営施設における
提供メニューの提供メニューの
高度化高度化

etcetc･･････サービスの総合化サービスの総合化

サービスのサービスの
多様化・高度化多様化・高度化
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食材供給コスト削減食材供給コスト削減および営業開発力向上および営業開発力向上を目指す、を目指す、
食材センターの全国展開食材センターの全国展開

両両社社が全国的に食のマーケットを拡大していくことにより、シダックスはが全国的に食のマーケットを拡大していくことにより、シダックスは
給食やレストランにおける給食やレストランにおける食の供給コストの大幅削減食の供給コストの大幅削減を目的にしたを目的にした

食材センターの全国展開を目指します。食材センターの全国展開を目指します。

将来的に自治体等の学校給食への食材供給による競争力強化に加え、将来的に自治体等の学校給食への食材供給による競争力強化に加え、
大新東への食材・メニュー・販促物の供給体制を整えることで大新東への食材・メニュー・販促物の供給体制を整えることで

大新東の営業開発力の向上を図ります。大新東の営業開発力の向上を図ります。

社員食堂社員食堂

食材センター食材センター

将来的な展開将来的な展開

食材の供給食材の供給

宿泊施設食堂宿泊施設食堂

道の駅レストラン道の駅レストラン

病院・福祉施設病院・福祉施設

学校給食学校給食

高齢者向け食事の宅配高齢者向け食事の宅配
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レストランカラオケをレストランカラオケを
コミュニティーセンターとして展開コミュニティーセンターとして展開

シダックスは現在、シダックスは現在、レストランカラオケを全国に約３００ヵ所展開レストランカラオケを全国に約３００ヵ所展開しています。しています。

自治体とのネットワークを持っている大新東が協力することにより、この自治体とのネットワークを持っている大新東が協力することにより、この
レストランカラオケを単にカラオケの場ではなく、幅広い年齢層の地域住民がレストランカラオケを単にカラオケの場ではなく、幅広い年齢層の地域住民が
集い、食事をし、趣味などで交流を深める集い、食事をし、趣味などで交流を深める「コミュニティセンター」として展開「コミュニティセンター」として展開
していきます。していきます。

カラオケカラオケ
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現場社員の募集・採用・教育体制の一体化現場社員の募集・採用・教育体制の一体化

社員の募集、教育は両社が一体となって行う社員の募集、教育は両社が一体となって行うとともに、とともに、社員の質の高度化を社員の質の高度化を
図る研修システムづくりを早急に進め図る研修システムづくりを早急に進め、顧客から信頼される人材を育成、、顧客から信頼される人材を育成、
安定供給していきます。安定供給していきます。

同時に、同時に、両社の採用・募集費、教育・研修費の削減両社の採用・募集費、教育・研修費の削減にによより、コスト競争力もり、コスト競争力も
向上します。向上します。

シダックスシダックス

大新東大新東

現場社員の募集・教育一現場社員の募集・教育一体体化化

共通研修システムによる共通研修システムによる
社員の質の高度化社員の質の高度化

募集・採用費、教育・研修費の募集・採用費、教育・研修費の
削減削減
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食堂施設食堂施設食堂施設

売店運営売店運営売店運営 案内・受付案内・受付案内・受付

清掃清掃清掃

施設管理施設管理施設管理

消耗品消耗品消耗品
車両管理車両管理車両管理

食材調達食材調達食材調達

建物管理建物管理建物管理

要務要務要務

保育保育保育

事務事務事務

外来ﾚｽﾄﾗﾝ外来ﾚｽﾄﾗﾝ外来ﾚｽﾄﾗﾝ

栄養管理栄養管理栄養管理

提供サービスのラインアップ提供サービスのラインアップのの充実充実とと
戦略的展開により戦略的展開により総合サービス企業グループへ総合サービス企業グループへ

お客様お客様

（（自治体自治体、民間企業、民間企業等等））
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