
創業の精神を継承・発展させ
50年、100年と愛され続ける企業へ
2022年に創業50周年を迎えるモスグループは、現在、中長期的な企業価値向上や持続的な事業成長に向けた
基盤構築に力を注いでいます。そこで、2014年以来、第三者意見書を寄稿いただいてきた辰巳菊子様をお招き
し、会長の櫻田、社長の中村と「モスのサステナビリティ（持続可能性）」をテーマに語り合っていただきました。

公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・
コンサルタント・相談員協会 常任顧問

辰巳 菊子様

代表取締役会長

櫻田 厚

代表取締役社長

中村 栄輔

辰巳 菊子 様
持続可能なくらしを目指し、消費生活アドバイザーとして環境問題に
長年取り組む。消費者の賢明な選択のために、消費者と事業者との
コミュニケーションが深まることが重要と確信し活動をしている。

有識者との対話：モスのサステナビリティ（持続可能性）

辰巳　本日は、モスグループのサステナビリティをテーマ

に、お話をうかがいたいと思います。まず、創業以来、大切

にされてきた価値観をまとめ直されたそうですね。

櫻田　創業当時は組織も小さかったので、創業者から直接

多くのことを学びました。1号店で働いていた時、モスは「ハ

ンバーガーを売っているのではない」と教えられました。これ

は「ハンバーガーという商品そのものを売るのではなく、心を

こめた商品とサービスでお客さまに喜んでいただくことが

大切」という意味です。また、創業者が母、つまり私の祖母か

ら言い聞かされてきた二宮尊徳の「たらいの水の原理※」を

もとに「感謝の心」「利他の精神」の大切さも教えられました。

辰巳　そういった考え方や姿勢がやがてモスのDNAとな

り、おいしさや食の安全・安心へのこだわり、おもてなしの

精神といったブランドイメージを支えてきたのですね。

中村　はい。そのDNAをこれからもしっかりと受け継いで

いくために、私が社長に就任してから「モスの心」として体系

化し直しました（→P1）。覚えやすいようにピラミッド型の図

にまとめ、一番上に経営理念を、次に創業の心として「感謝

される仕事をしよう」という創業者の言葉を入れました。そ

して、これらを店舗で実行していくための心得を基本方針と

して示し、最後に「食を通じて人を幸せにすること」という経

営ビジョンを掲げました。

辰巳　この「モスの心」は、社内だけでなく、加盟店の方々と

も共有されているわけですね。

中村　もちろんです。さらに事業運営においては、「心」に

加えて「科学」を重視しています。「モスの心」を実践してい

くためには、仕事の効率化やより優れた商品・サービスのあ

り方を科学的、論理的に追求していく必要があるからです。

辰巳　つまり、時代が変わっても変えてはいけない「心」と、

時代に合わせて進化させていかなければならない「科学」

の両方が大切ということですね。

中村　はい。ただし「科学」はあくまでも手段です。まず「心」

があり、その実現のために「科学」があるという順番は、間違

えてはいけません。また、不変である「心」の部分も、時代に

合わせた表現に変えていく必要があります。例えば、創業者

から私がよく言われていたこととして、「うそをつくな」「約束

を守れ」「人を裏切るな」といった言葉があります。自分がこ

れを伝える立場になった時、メンバーや加盟店さんと同じ目

線で対話していきたいと考え、命令口調ではなく「正直に話

そう」「約束を守ろう」「信頼に応えよう」と言い換えています。

辰巳　モスは、2017年10月、国内店舗においてエコマー

ク認定を取得しましたね（→P7）。私は、公益財団法人日本

環境協会と長年のお付き合いがあって以前からエコマーク

の普及を応援してきたのですが、今回は飲食店としては初

の認定取得ということで大変感動いたしました。

櫻田　ありがとうございます。環境への配慮は創業当時か

ら変わらないモスの基本スタンスです。というのも創業者

は、学生時代ワンダーフォーゲル部に所属して多くの山に

登るなど、自然に親しみ、自然への畏敬の念を抱いてきまし

た。モスの名称も自然を象徴する「Mountain（山）」「Ocean

（海）」「Sun（太陽）」の頭文字をとって名付けたものです。

辰巳　創業時から、ドリンクメニューを使い捨て容器でなく

リユースできる陶器のカップで提供してきた背景には、自然

や環境を大切にする思いがあったわけですね。

櫻田　はい。資源節約や経済性に加え、マグカップの方が

より落ち着いておいしくコーヒーを味わっていただけると

いう理由もありました。

中村　お客さまの注文を受けてから調理する「アフター

オーダー方式」も、創業時から貫いてきたこだわりの一つで

す。つくりたてのおいしさを味わっていただくと同時に、食

品ロスを極力出さないためでもあります。さらに、食材につ

いても、農薬などにできるだけ頼らない方法で栽培された

野菜や自然に近い素材を使用するよう努めています。

辰巳　そうですね。事業のさまざまな局面で環境に配慮し

た取り組みを続けてこられたのですね。エコマークを最初

に取得した飲食店として、ぜひとも加盟店やお店で働く人

たち、そしてお客さまに対し、環境に配慮した店舗であるこ

とをアピールしていっていただきたいと思います。

中村　創業者から「謙虚であれ」「等身大で」と教えられてき

たこともあって、当社はさまざまな良い取り組みをしていて

も、これまではあえてアピールしてこなかった傾向がありま

した。しかし、環境活動をさらに強化・徹底していくために

も、エコマークを活用して社内外にもっと積極的に情報発

信していく必要があるかもしれません。

辰巳　これからはエネルギー問題がさらに深刻になってい

きます。例えば、モスの店舗や協力工場で太陽光やバイオ

マスなどの再生可能エネルギーを有効活用するといった取

り組みにも、ぜひ挑戦していただきたいです。

※ たらいの中の水を自分の方にすくい寄せようとしても結局は反対方向に
逃げていき、逆に相手の方向に押すと巡り巡って自分の方に戻ってくる。
すなわち「誰かが笑顔になることを、続けていれば、それはやがて大きな
ものになって自分に返ってくる」という二宮尊徳の教え。

DNAをしっかりと継承していくため
大切にしてきた価値観を「モスの心」に体系化

業界初のエコマーク認定店舗として
環境活動のさらなる強化・徹底を図る

櫻田　私たちにとってステークホルダーは、利害関係者と

いうよりも「応援し、支えてくれる人たち」です。株主はモス

のお客さまでもありますし、メンバーや加盟店オーナー、食

材を供給してくれる取引先や協力農家の方々も当社を支え

てくれる大切なステークホルダーです。こうした方々の生

の声を聞いてみたいと考え、お客さまとの「タウンミーティ

ング」が2011年に始まり、協力農家の方々との「HATAKE

さまざまな直接対話の機会を設け
ステークホルダーとの信頼関係を強化

34MOS Group Communication Report 2018MOS Group Communication Report 201833



2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期

100,000

50,000

0

売上高 営業利益／営業利益率（連結）

親会社株主に帰属する当期純利益  ※単体については当期純利益 ROE

国内チェーン全店売上高 店舗数  ※モスグループ全店舗

71,113
52,345

71,387
51,898

70,929
52,346

2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期

5,000

2,500

0

10

5

0

3,736

2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期

4,000

2,000

0

2,284
1,568

2,470

106,426 104,750105,194

2,262
3,050

2,358

2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期

8

4

0

2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期

120,000

60,000

0
2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期

2,000

1,000

0

1,417

326

1,375

352

1,404

336

5.2

4,663

6.63,824
5.4

5.3
6.8

5.3

営業利益率

編集方針

株式会社モスフードサービ
ス及びモスバーガーチェー
ン（本部・直営店・加盟店）。た
だし、モスバーガー以外の
事業やグループ会社の一部
についても報告しています。
本レポートをお読みいただ
く際は、右図をご参照くだ
さい。

2017年度（2017年4月1日～2018年3月31日）
ただし一部、2018年度以降の継続的な活動や将来の目標も報告しています。

各取り組みについての詳細は
当社Webサイトにも掲載しております。

※ 本レポート中の店舗名及び役職は2018年3月末現在のものです。

社名 株式会社モスフードサービス
設立 1972年7月21日
資本金 114億1,284万円
グループ会社 株式会社モスストアカンパニー
 株式会社エム・エイチ・エス
 株式会社モスクレジット
 株式会社モスダイニング／その他

報告対象組織 報告対象期間

今回の発行：2018年6月（前回の発行：2017年6月）
次回の発行：2019年6月（予定）

発行

役員 
代表取締役会長 櫻田 厚
代表取締役社長 中村 栄輔
常務取締役執行役員 福島 竜平
常務取締役執行役員 都築 好美
取締役 原口 恒臣
取締役執行役員 後藤 幸一
取締役執行役員 山口 伸二

株式会社
モスフード
サービス

モスバーガーチェーン

グループ会社グループ会社

国内、
海外の子会社
及び関連会社

モスグループ

CSRサイトのご紹介

http://www.mos.co.jp/company/csr/

直営店本部 加盟店

（百万円）■ 連結 ■ 単体 （百万円） （%）■ 営業利益

（百万円）■ 連結 ■ 単体 （%）

（百万円） （店）■ 国内 ■ 海外

会社概要（2018年3月31日現在）

モスグループの概要

取締役執行役員 内田 優子
取締役（社外取締役） 髙岡 美佳
常勤監査役 中井 順
監査役 石川 芳治
監査役（社外監査役） 五十嵐 邦正
監査役（社外監査役） 村瀨 孝子

有識者との対話：モスのサステナビリティ（持続可能性）

ミーティング」など、直接対話の場を数多く設けてきました。

辰巳　そうしたミーティングに会長や社長自らが出向いて対

話されているのですね。トップがこれほど密なコミュニケーショ

ンを続けてきた企業は非常に珍しいのではないでしょうか。

中村　確かに時間と労力は要しますが、それ以上に、さまざ

まなステークホルダーと直接お話しすることで、経営をして

いくうえでのヒントをいただけて、得るところが多いです。

ですから、会長が取り組んできた直接対話をこれからも継

続していくつもりです。さらに、私が社長になってからも、新

たな取り組みとして、本部の管理職全員との1対1での面談

を実施しています。以前からアンケートなどでメンバーの意

見や提案を汲み上げるよう努めてきたのですが、やはり直

接会ってじっくり話すと、文面では伝わらない個々の考え方

や思いまでも理解でき、非常に参考になります。

辰巳　社長と1対1でじっくり対話できるというのは、社員

の方にとっても非常に大きなモチベーションになりますよ

ね。今は、企業グループの中だけでなく、バリューチェーン

全体のCSRが問われています。モスでは、早くから店舗で

生野菜の生産者情報を開示してきましたが、そうした背景

には「HATAKEミーティング」などを通じて構築してきた生

産者との信頼関係があったのでしょうか？

中村　はい。そのほかにも店舗のメンバーが協力農家の畑

で野菜の収穫体験をさせていただく「産直（野菜）フェスタ」

などのイベントを開催しています。農家の方々がどのよう

な想いをこめて野菜を栽培しているかを自らが体験するこ

とで、「食材を大切にしてもっと価値あるハンバーガーをつ

くろう」という意識がさらに高まります。また、野菜だけでな

くパティやバンズを供給くださる取引先とのコミュニケー

ションにも力を注いでいます。例えば、調達先の工場に当社

の担当者が出向いてモスの考え方や求める食材について

ご説明させていただくのですが、工場の方々からは「商品

へのこだわりや想いを感じながら製造に携われる」と共感し

ていただいています。

櫻田　さらに、各地

の協力農家と共同で

農業生産法人「モス

ファーム」を運営して

います。これは、食材

の安定調達だけでな

く、栽培技術の向上

や耕作放棄地の活用

など、日本の農業の

課題解決に貢献した

いという思いから始

めました。

辰巳　最近注目されている国連のSDGs（持続可能な開発

目標）についておうかがいします。17の目標の中で何を重

点目標として取り組んでいこうと考えておられますか。

中村　事業に深く関わる項目を中心に合計10項目のゴー

ルを重点課題に絞りました（→P15）。例えば、「健康と福祉」

に関連する施策として、2020年3月までに店舗を全面禁煙

にすることを決定しました。「気候変動」への対応としては災

害対策を強化していく予定です。また「ジェンダー平等」の

実現に関しては、当社はかねてから取り組んでいましたが、

今後もさらに女性の活躍促進を図っていくつもりです。

辰巳　女性管理職の比率はどのくらいですか？

中村　2018年3月時点で女性役員の比率が30.77%、管

理職では17.14%です。日本企業の平均を大きくこえてい

ますが、まだまだ拡大の余地があると思います。また、人数

を増やすだけでなく、一人ひとりが能力を十分に発揮でき

るような環境整備にも力を入れていきます。

辰巳　人類の半分は女性ですから、ぜひがんばっていただ

きたい。SDGsは、人類が直面する課題を網羅的かつ簡潔

に整理していますので、本社や店舗の方々にとっても自分

の仕事が社会課題とどう関わっているかよくわかります。視

野を広げ、問題意識を持つことで仕事へのモチベーション

が高まり、楽しく働けるようになりますし、それがお客さま

の喜びにもつながっていくはずです。

中村　創業の心にもあるように、お客さまの喜びを自分の

喜びとする姿勢が非常に重要です。お客さまの「おいしかっ

たよ」の言葉が自分の喜びになる、そんな価値観を持った

人間の集団にしていきたいと考えています。

辰巳　期待しています。本日はありがとうございました。

櫻田・中村　ありがとうございました。

お客さまの喜びを自分の喜びに――
そんな価値観を持った集団にしていきたい
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