プロフィール Profile

シダックスグループの概要

SHiDAX Group Overview

総合サービス企業 シダックス

Integrated Service
Provider SHiDAX

水平垂直型企業構造と事業領域
シダックスグループは、各事業が密に交差し連携する「水平垂直統合型企業構造」を構築しています。水平軸における3 つの
サービス領域〈法人（Business）、消費者（Consumer）、自治体・公共団体（Public）〉はお客様によってセグメントされ、安定した

シダックスグループは、すべての年代・すべてのライフステージ・
すべてのビジネスステージであらゆるサービスを提供し、
お客様の健康的で豊かな生活を創造する「総合サービス企業グループ」です。

バランス経営を実現しています。垂直軸には、経営資源（ヒト・モノ・ジョウホウ）を共有化するプラットフォーム（統合ロジスティッ
クスと研究開発機関）を配し、水平軸の事業体とのスピードと徹底力を持った潤滑な連携体制を構築しています。この独自のリ
レーション構造が、
グループ総合力を活かした付加価値の高いサービス提供を実現しています。

Platform

The SHiDAX Group provides services for all generations, all life stages, and all business stages.
We are a comprehensive service group that creates healthy, prosperous lifestyles for our customers.

（ヒト・モノ・ジョウホウ）

百万円 Millions of Yen

事業セグメント
コントラクトフードサービス事業

Contracted Food Services

メディカルフードサービス事業

Medical Food Services

売上高
Net
Sales

構成比率
Sales
Composition
コンビニエンス中食事業

28,378 19.1%

企業、官公庁、寮、大学等の給食及び管理業務の受託運営

レストランカラオケ事業

Deli and Convenience Services

Contracted management of meal services and dining halls for companies,
government offices, dormitories, universities, etc.

Restaurant and Karaoke Businesses
シダックス株式会社 HQ

SHiDAX Corporation Headquarters
メディカルフードサービス事業

33,250 22.4%

病院入院患者を対象とした給食及び高齢者福祉施設等の給食の受託運営

Medical Food Services

Contracted management of meal services for patients in hospitals and meal services for
elderly nursing facilities, etc.

コンビニエンス中食事業

病院、企業、官公庁、大学及びオフィスビル等において、食料品、飲料、
日用品及び医

Deli and Convenience
Services

療衛生用品等を販売する施設内売店及びカフェの受託運営

14,433

9.7%

Contracted management of shops and cafe within facilities—such as hospitals,
companies, government offices, universities, and office buildings—selling foodstuffs, beverages, daily necessities, medical hygiene products, etc.

BtoB
usiness

シダックス総合研究所

The SHiDAX Research Institute

スポーツ＆カルチャー事業

Sports and Culture Business

BtoP

usiness

usiness

B toC

ublic Entities

usiness

19,584 13.2%

レストランカラオケ事業

豊富なメニューが楽しめるレストランカラオケ店舗を全国で展開

Restaurant and Karaoke
Businesses

Nationwide network of restaurant karaoke outlets offering abundant menus

トータルアウトソーシング事業

民間企業や地方自治体の車両運行管理、施設管理・運営及び主に小中学校向けの

Total Outsourcing
Businesses

給食業務など、さまざまな業務を受託

コントラクトフードサービス事業

41,620 28.1%

Vehicle fleet and facility management for private-sector companies and local government
bodies; outsourced management of food and other businesses, variety services mainly for
elementary schools

Contracted Food Services

onsumers

ヘルス＆ビューティー事業
エスアイテックス事業

Health and Beauty Business

Sitex Businesses
エスロジックス事業

Slogix Businesses

エスロジックス事業

給食事業、外食産業に利用する食材、消耗品を当社グループ及び得意先等へ販売。

Slogix Businesses

厨房設備の設計と販売

3,764

2.5%

7,401

5.0%

車両運行事業

社会サービス事業

Vehicle Operations Businesses

Social Services Businesses

Office meal services and sale of ingredients and consumables used in the food
service industry to Group companies and customers

その他の事業

レストランの運営、
カルチャースクール、
フィットネスジムの運営、
リゾートエステティッ

Other Businesses

クサロン・リラクゼーションサロンの運営、会員情報の収集及び管理業務の受託
Contracted management of restaurants, culture schools, fitness gyms, resort-based esthetic
salons, and relaxation salons; contracted collection and management of information on members
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Horizontally and Vertically Integrated Corporate Structure and Business Domains
The SHiDAX Group has a horizontally and vertically integrated corporate structure in which each company engages in close collaboration. On
the horizontal side, we provide balanced management by segmenting our businesses according to customer type—businesses, consumers, and
public entities. On the vertical side, our platform (comprehensive logistics and R&D organization) shares three key managerial resources—people,
goods, and knowledge—enabling us to build a smoothly connected framework, together with our horizontal businesses, that is conducive to
speed and intensity. Through this unique relational structure, we harness our Groupwide strengths to deliver high-value-added services.
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