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事業概要
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これまでも 、これからも 。「 健 康を創る」を原 点 に 。

Medical Food
Services
Contracted Food
Services

メディカルフードサービス事業

コントラクトフードサービス事業

シダックスフードサービス株式会社

SHiDAX FOOD SERVICE
CORPORATION
シダックスフードサービス株式会社

Sales (¥27,139 million)
Operating Loss (¥94 million)

Sales (¥38,500 million)
Operating Income (¥1,824 million)

Sales by Business Segment
SLOGIX Businesses
4.9%

Others
0.1%

Restaurant and
Karaoke Businesses
41.5%

Lifestyle

Contracted
Food Services
31.4%

Medical
Food Services
22.1%

SHiDAX FOOD SERVICE Corp. provides quality meal services, primarily through the operation of dining
facilities at businesses (offices,
factories, care facilities), schools,
and government offices. At present,
the company provides 290,000
meals daily at 1,578 client facilities.
SHiDAX FOOD SERVICE acquired
the Western-style restaurant operator Restaurant Monte Rosa Co., Ltd.
in April 2003, and will continue to
expand its restaurant business,
while at the same time working to
raise its contracted food services to
a restaurant quality.
売上高（38,500百万円）
営業利益（1,824百万円）
企業（オフィス、工場、保養施設）、学校、官庁の
食堂などを中心に高品質の給食サービスを提供
しています。現在1,578ヵ所に1日29万食の食事
提供を行っています。また、2003年4月には洋食
レストラン「（株）レストランモンテローザ」が傘下
に入り、専門レストランハウスの本格展開と同時
に、専門レストランに匹敵するコントラクトフード
サービスのクオリティ向上に努めています。
Sales

SHiDAX FOOD SERVICE
CORPORATION

These operations provide highvalue-added food service to hospitals, (both patient meals and staff
dining rooms), living assistance
facilities for seniors, nursing
homes for seniors, and home-meals
programs for seniors, providing not
just nutritional balance, but tasty
meals that offer an enjoyable dining
experience. Primarily as the result
of increased outsourcing at hospitals,
SHiDAX FOOD SERVICE now provides
meal services daily for 108,323 beds
at 599 facilities.
売上高（27,139百万円）
営業利益（△94百万円）
病 院（患 者 食、職員食 堂 ）をはじめ老 人福 祉 施
設、養護老人ホーム、ケアハウス、あるいは在宅
高齢者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 価値の食事
サービスを追求しています。特に、病院給食の外
部 委 託 率 が 増 加 す る 中 、現 在 は 5 9 9 施 設
108,323床に食事サービスを提供しています。
Sales

钄迣趂 (¥ millions 镓障襾)

02
03

22,571
27,139

钄迣趂 (¥ millions 镓障襾)

02
03

72,823
38,500

Restaurant and
Karaoke Businesses

SLOGIX Businesses
エス・ロジックス事業

SLOGIX CORPORATION

レストランカラオケ事業

エス・ロジックス株式会社

SHiDAX COMMUNITY
CORPORATION

Sales (¥5,968 million)
Operating Income (¥792 million)

シダックス・コミュニティー株式会社

Sales (¥50,925 million)
Operating Income (¥7,825 million)

SHiDAX COMMUNITY Corp. operates 250 combined restaurant and
karaoke outlets nationwide (as of
March 31, 2003), which together
total 12,740 karaoke rooms. These
outlets offer food service on a par
with family restaurants. In an effort
to build return business, these businesses provide “community space”
services to their areas in the form
of venues for regionally oriented
culture schools, welfare support
activities, and various other events.
売上高（50,925百万円）
営業利益（7,825百万円）
カラオケと食を融合したレストランカラオケ（2003
年3月末現在250店、12,740ルーム）を全国で展
開しています。また、ファミリーレストラン並みの食
事サービスに加え、地 域密 着 型のカルチャース
クール、福祉活動支援、各種イベントなど町のコ
ミュニティースペースとしてのサービスも提供し、
地域一番のリピーター率を目指しています。
Sales

02
03

SLOGIX Corp. procures the choicest
foodstuffs from around the world in
bulk through a tie-up with Japan’s
l a r g e s t f o o d s t u f f w h o l e s a l e r,
Kokubu & Co., Ltd. The company
then utilizes its unique system to
distribute these foodstuffs in the
three different temperature ranges
(frozen, chilled, and room-temperature)
simultaneously. At present, SLOGIX is
also engaged in sales outside the
Group, and is realizing economics of
scale through bulk procurement.
売上高（5,968百万円）
営業利益（792百万円）
国内食品卸業最大手の国分株式会社と提携し
世界各地から厳選された食材を一括発注し、三温
度帯（冷凍、チルド、
ドライ）での一括配送を可能
にする食材仕入販売事業を展開しています。現
在、グループ内だけでなく、外部販売に向けた営
業展開を積極的に進めており、大量仕入れによる
スケールメリットの向上に努めています。
Sales

钄迣趂 (¥ millions 镓障襾)
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钄迣趂 (¥ millions 镓障襾)

43,598
50,925
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