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KFCブランドの原点

おいしいもので
人をしあわせにしたい。

Corporate Philosophy

おいしさ、しあわせ創造
Mission Statement
・ 食の「安全・安心」を通じ、人々の健康づくりに寄与し社会に貢献する。
・ おいしさを創造し、お客さまに楽しく、豊かで、
しあわせな生活を提供する。
・このビジネスで働く人々をしあわせにする。

Corporate Social Responsibility

未来へのプロミス〜次の時代に向けて〜
重点施策
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〈編集方針〉
日本KFCホールディングス株式会社は、当社が実践するCSR活動をステークホルダーの皆さまにご理解いただくために、2006年度よりCSR活
動に関するレポートを作成しています。本レポートでは、報告対象期間中の活動の中から、環境活動、地域・社会活動、事業活動など、主たるCSR
活動を中心にとりあげ、できるだけわかりやすく報告するように努めました。
〈報告対象組織〉
日本KFCホールディングス株式会社（KFCHJ）、日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社（KFCJ）を報告対象としています。
〈報告対象期間〉
2018年4月から2019年8月までの活動を報告対象期間としておりますが、一部期間外の活動についても報告しています。
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トップメッセージ

今こそ原点回帰を徹底
取り組むべき重点施策として、
「おいしさを創造し、

「食」と「人」を
社会活動でつなげていく
こだわり抜くところは手を抜かず、一方で自動化や

お客さまをしあわせに」
「働く人々をしあわせに」
「社会

省力化できることに対しては無駄をなくす努力を続

とともに豊かな未来に向けて」
「地球環境を守る、信頼

け、便利で効率的な方法を追求していきます。お客さま

される企業であるために」を掲げました。われわれの資

にとって、働く人々にとっても、利便性を高める取り組

産は「誰にも真似できない商品」とそれを創る「人財」

みもまた、企業が果たすべき役割と捉えています。さら

です。時代が変わっても、その価値は変わりません。そ

に、食育や食支援、スポーツ支援などの社会貢献活

の価値を今一度磨き上げることから、KFCの社会貢献

動、脱プラスチック対策やフードシェアリングへの取り

は始まります。チキン専門店として、安全・安心とおいし

組みなどの環境保全活動も、積極的に続けてまいりま

さにこだわり抜いたチキンを届ける。原料～加工～物

す。飢餓や貧困、健康や地域社会の活性化などの課題

流～調理までのすべての領域で妥協なくこだわりを徹

については、われわれ企業はもちろん、社会全体が取
り組んでいかなければならない大きな課題です。
拙速にことを運ぶのではなく、長期的な視野でひと
つひとつ着実に取り組んでいきます。

次の時代に向けて、
カーネル・サンダースに誇れるブランドへ

KFCらしい50周年を
迎えるために

日本KFCホールディングス株式会社
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社
代表取締役社長

2020年に日本KFCホールディングスは創業50周年

近藤 正樹

を迎えます。1970年、大阪万博が開かれた年に誕生し
底し、管理方法・工程を一貫して守り、継続してきたか

てから50年が経ち、身が引き締まる思いです。

カーネル・サンダースが目指していたことであり、その

らこそ提供できるおいしさがある。そして、こだわり抜

変化が激しい時代だからこそKFCブランドの原点に

想いを引き継ぎ、
「おいしさ、
しあわせ創造」をさらに追

いて手づくり調理したチキンを、ホスピタリティあふれ

立ち返り、カーネル・サンダースが築き上げた信念を守

求していきたいと、今、改めて考えております。人間が

る接客、笑顔、おもてなし、快適な時空間で届ける。ブ

りつつ、事業を通じて様々な社会問題の解決を図り、

「世界環境を守るために何ができるか」
「社会の要請

生きていく上で欠かすことができない根源的なもので

ランドの窓口となる店舗でかけがえのない「人財」が

次の50年を見据え、さらなる成長を遂げていきます。私

に応え、課題解決に取り組むことができているか」、常

ある「食」に携わり、安定的に安全でおいしい商品を届

QSC×H（※）を実現し、それらを仲間が賞賛し合い、

たちはこれからも「感謝」とそこから生まれる「笑顔」を

に、自らに問いかける必要があるとわれわれKFCは考

けること、食を通じたしあわせの輪を広げていくことが

互いを高め合う文化を醸成し続ける。これがKFCの原

大切にし、
「本当のおいしさ」を提供し続けることで、次

えます。なぜならば、貧困や気候変動、資源の枯渇等、

KFCの最大の使命です。現状に満足せず、世の中の

点であり、これを徹底することが社会的責任を果たし

の時代に向けて、より良い社会の実現に向けて、全力

世界・地球を取り巻く環境は大きく変化し、現状の環境

ニーズに応え続けていけるように、未来に向けた改革

続けるための土台になると考えています。今こそ原点

を尽くすことをお約束します。

を維持することさえも難しい状況だからです。食を通じ

と挑戦を続けてまいります。

回帰を徹底してまいります。

次の時代に向けて
KFCが果たすべき役割

て人々の生活を豊かにすることこそが、創業者である
（※）QSC×Hとは、KFCブランドの行動指針。
Quality（商品の品質）、Service（サービス）、Cleanliness（清潔さ）を、Hospitality（おもてなしの心）をもって行うことを、仕事の基本としています。
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1

おいしさを創造し、お客さまをしあわせに

KFCブランドの原点

お客さまにお出しする食事が
間違いなくおいしいことを保証するのが、
チームと店の道徳上の大切な義務だ。
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1

おいしさを創造し、お客さまをしあわせに

安全・安心なおいしさ

「国内産ハーブ鶏」 のオリジナルチキンがお客さまへ届くまで
原料のこだわり

物流のこだわり

安全・安心を届けるために
衛生管理の行き届いたKFC登録飼育農場

国内産

100% 200
約

ヵ所

調理法のこだわり

無駄なくチキンを食べてもらうために

独自の調理法で生チキンからひとつひとつ手づくり

KFCカットチキン生産認定工場

認定資格を取得した
調理担当者

カーネルが編み出したカット方法

7

9カット

ヵ所

チキンスペシャリスト

20

約

工程

肉質がやわらかい中雛を使用

鮮度を保つためにチルド／冷凍便で
各店舗へ毎日配送

おいしくジューシーな
オリジナルチキンを提供するために

生後

物流配送センター

専用の圧力釜で高温高圧調理

最高のオリジナルチキンを提供するために

※地域により配送日数が異なります。

38日前後飼育のハーブ鶏
孵卵・選別

KFC登録飼育農場

全国

9 1,132
ヵ所

KFCカットチキン生産認定工場

すべては、

おいしさのこだわりのために

店舗へ

創業から大事にしているおいしさへのこだわりを伝承し、実践し、進化させてきました。

℃

KFC店舗

この、一気通貫したおいしさへのこだわりは、チキン専門店のKFCだからこそ成しえるのです。

高品質な植物油

分

お客さまへ

● ＦＨＨ&Ｈ 「安全・安心なおいしさ」を提供
「FHH&H」＝Fresh（新鮮）
・Healthy
（安全で健康的）
・Handmade（手づくり）
＆Hospitality（おもてなしの心）の考え
方を基盤に、お客さまに安全・安心なおい

Fresh

Healthy

新鮮

安全で健康的

“FHH＆H”
おいしさへの
こだわり

「原料」
「物流」
「調理」あらゆる工程に徹底的にこだわることで、
誰にも真似できない「安全・安心なおいしさ」をお客さまにお届けしています。

じっくり揚げる

185 15 100%

物流配送センター

しさをお届けすることがKFCの使命です。

7

オリジナルチキン調理

Handmade
手づくり

Hospitality
おもてなしの心
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おいしさを創造し、お客さまをしあわせに

原料・物流のこだわり

安全・安心な
おいしさの追求

9カットで無駄なくおいしく

独自の

国内産ハーブ鶏は、世界的な安全衛生管理基準であるSTARオーディットシステムの厳しい認
定基準をクリアした全国7ヵ所のKFCカットチキン生産認定工場へ運ばれます。

〈 STAR オーディットシステム 〉

徹底した衛生管理のもと、国内産ハーブ鶏1羽が9つの部位にカットされます。

KFCの米国本部であるYum!Brands,Inc.が定めた、世界的な食品安

このカット方法は食材を無駄にせず、部位それぞれが持つ鶏肉のおいしさをお客さまに楽しん

全・品質管理基準です。KFCカットチキン生産認定工場では、当社が求め

でいただけるようにカーネルが編み出した、KFC独自のカット規格です。

る安全性や品質維持を満たすため、STARの基準に則った水準に達して
いなければなりません。機器・設備などのハード面はもとより、組織や管理

200

肉質がやわらかく、
あっさりしたおいしさです。

全国約
ヵ所の
KFC登録飼育農場

コラーゲンが豊富。味も濃厚です。

オリジナルチキンの原料である国内産ハーブ鶏はKFC登録飼育農場で、健康状態の

しっかりした食感が楽しめます。

チェックから温度・湿度・換気などの飼育環境の調整まで、鶏がストレスなく快適に過ごせ
るよう常に気を配って飼育されています。北は北海道から南は沖縄まで、全国約200ヵ所に

体制などのソフト面も含めて広範囲に渡って基準が設けられています。

9カットチキン

あり、骨のまわりについた肉まで
楽しめます。

トレーサビリティ

キール

あばらの部分で深みのある旨みが
ウイング

リブ

衛生管理

リブ

ウイング

設備・機器管理

ゼラチン質や脂肪が多く、
サイ

600以上の
管理項目を、
世界基準でチェック

従業員管理

サイ

プリプリとした肉質で、

危機対応
ドラム

ドラム

HACCP

鉄分が多く、味にコクがあります。

関連法令・規制

持ちやすさから、子どもに人気の部位です。

登録飼育農場があるからこそ、全国の店舗に新鮮な鶏肉を供給することができます。

品質へのこだわり
9カットチキンは、品質を維持する適切な温度管理のもと、全国9ヵ所の物流拠点から1,132店舗にほぼ毎日
届けられます。チルドの9カットチキンは店舗に納品された後、48時間以内に調理することが義務づけられ

38日前後の
国内産ハーブ鶏を厳選
生後

ています。品質にこだわるからこそ、安全・安心でおいしいチキンを自信をもって提供することができるの
です。

全国

9

ヵ所

1,132

全国

店舗へ

国内産ハーブ鶏は、飼料に独自のハーブ原料を加えるこ
とで脂肪や鶏肉独自の匂いを抑えているのが特長です。
一般的に流通している鶏肉（生後50日前後）より肥育日
数が浅い生後38日前後の「中雛」を使用することで、鶏肉
そのもののおいしさと11ハーブ＆スパイスが融合し、肉
質がやわらかくふっくらジューシーなオリジナルチキンに

高品質なチキンを
安定して供給するためのパートナーシップ

仕上がります。お客さまに最高のフライドチキンを食べて

店舗に安定して高品質なチキンを供給するため、チキンサプライヤー会議を開催し、各サプライヤーと常

いただくために、KFCでは中雛にこだわっています。

に対話を重ねています。それに留まらず、サプライヤー同士が原料のカット規格を確認し、お互いの技術
を高め合う場としての機能も果たしています。これは、われわれKFCのフライドチキンに対するこだわり
や想いを、サプライヤー各社にもしっかり理解していただけている良好な関係性のあらわれと言えます。

9

サプライヤーとともにチキン感謝祭を実施。
毎年、鶏への感謝の気持ちを確認し、供養しています。
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おいしさを創造し、お客さまをしあわせに

調理法・原料のこだわり

創業から守り続ける
手づくりの調理法

「オリジナルチキン」

こだわりの調理工程
人の手でしか作れない料理、それがKFCのオリジナルチキン。

20

約

それぞれのお店で、ひとつひとつ丁寧に手づくりしています。その工程は鶏肉の検品から始まり、下ごしら
え、粉つけ、揚げあがりまで約20工程にものぼります。

KFC独自の認定資格

オリジナルチキン調理

工程

● 生のチキンからひとつひとつ粉つけ
新鮮な鶏肉を生の状態でひとつひとつ下ごしらえし、丁寧に粉つけをしています。

チキンスペシャリスト

余分な粉を落とし、適量のスパイスがつくようにするこの作業は、人の手でしかできません。

オリジナルチキンの調理担当者は、KFC独自の認定資格の取得が義務付けられています。正しい調理
法だけでなく、適切な作業スピード、清掃や調理機器のメンテナンス、原料の品質管理、安全衛生管理に

専用の圧力釜で高温高圧調理

● 専用の圧力釜で調理

至るまで、総合的な知識や技術を習得したスタッフをチキンスペシャリストとして認定します。カーネル・

じわじわと圧力をかけながら、最高185℃で約15分かけて

サンダース秘伝のオリジナルチキンをいつ、どこで食べても変わらないおいしさで提供するため、毎年、

じっくりと揚げます。専用の圧力釜だからこそ、中までふっ

技能と知識の確認を行ったうえでチキンスペシャリストの認定資格は更新されます。

くらジューシーなオリジナルチキンに仕上がります。

じっくり揚げる

185 15
℃

分

● 秘伝の味を守るチキンスペシャリスト認定の仕組み
〈 認定資格のチェック項目とランク付け 〉

高品質な植物油

● 100％植物油を使用

毎年実施

揚げ油には、高品質な100％植物油を使用。使用する度にろ過して、不純物

調理
衛生管理の確認

下ごしらえ

S

次の調理の準備

・粉つけ

・油のろ過

・揚げ など

・粉ふるい
・調理器具の清掃 など

を取り除いています。ここにも、おいしさへのこだわりがあります。

A

結果に応じて

100%

「トランス脂肪酸」の低減化は従前より取り組んでおり、消費者庁の指針で0ｇと表記できるとこ
ろまで低減しています。また、パーム油はRSPO認証（Mass Balance）を得たものを購入して
います。

B
C

適切な作業スピードで正確に行う

チキンスペシャリストランク

更なるおいしさを求めて
基幹商品であるオリジナルチキンを中心とした既存

● カーネルの志を受け継ぐチキンの品位向上活動
〈 調理技術の強化期間の設定 〉
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商品は、最新技術を活用した調理法により、常に改

〈 オリジナルチキンマイスターによる伝承者の育成 〉
正しい調理法を確認し、調理技術

チキンスペシャリストの 中でも

の磨きこみを行なうことで、お客

トップレベルの技術・知識を有す

さまによりご満足いただける商品

るオリジナルチキンマイスターが

の提供を目指します。日頃から、

店舗をめぐり、カーネル・サンダー

最大の資産であるチキンの品位

スの想いや調理技術を伝え、伝

向上に努めています。

承者を育成しています。

良の研究にあたっています。また、アレルギー対策
や栄養・機能性をテーマとした素材の研究開発にも
取り組んでいます。
KFCが提供する食事は、いつでもお客さまを驚か

●新商品開発
（ワクワクする味の追求）

●素材研究

（

）

健康・栄養面・機能性からのおいしさ、
安全・安心の追求

せるくらいおいしく、ワクワクするものでなくてはな
りません。
「本当のおいしさ」を追求し続けたカーネ

●正しい調理法と最新技術の融合

ルの志を受け継ぎ、更なるおいしさの創造を続けて
まいります。
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2

働く人々をしあわせに

KFCブランドの原点

私がビジネスを築き上げることが
できたのは、
つまるところ人だ。

13
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2

働く人々をしあわせに

ピープルビジネス

いきいきと
楽しく働ける職場に
誰もが、

私たちの仕事は「人」が主役のピープルビジネス。
すべてのお客さまにしあわせな気分でお帰りになってほしいと願うように、一緒に働く仲間にとってもKFCが素晴らしい場所であってほしい。
そのためにライフスタイルや能力に合わせた働き方ができる制度はもちろん、互いを認め合い、高め合うことができる「賞賛の文化」など、
いきいき働くための環境作りに取り組んでいます。
KFCブランドで働く全員が最高の自分でいられるように、
しあわせを共有し合う文化を創る。
そして、高い志と情熱を持った、変革をもたらす人財を育てていきます。
人がブランドを創り、ブランドが人を創るのです。
15

● 賞賛

● QSC×H

● CHAMPS

従業員同士が互いを認め高め合う、賞賛

すべてのお客さまにしあわせな気分でお

独自のサービス向上プログラム「CHAMPS」を実施していま

の文化を大切にしています。

帰りいただけるように、
「QSC×H」を実

す。お客さまがKFCに期待する6つのポイントが「CHAMPS」

その一環として、従業員がすばらしいと感

践しています。商品の品質はもちろんのこ

であり、常にお客さまの目線に立って自らをチェック・改善し、ご

じる活動を行った人に賞賛理由を記載し

と、サービス・清潔さは仕事の基本です。

満足いただける店づくりに努めています。

て贈る「チャンピオンカード」、各店舗で

すべての行動におもてなしの心、ホスピタ

もっとも目覚ましい活躍をした従業員を毎

リティをもって接することはKFCの大切

月表彰する「セレブレーティングチャンピ

な文化です。

オン」など、チームとしても個人としても
成長できる企業風土を育んでいます。

Quality
商品の品質

Service
サービス

Cleanliness
清潔さ

Hospitality
おもてなしの心

C leanliness

身だしなみや店舗は常に清潔か

H ospitality

おもてなしの気持ちを常に持っているか

A ccuracy

商品提供は正確に出来ているか

M aintenance

施設のメンテナンスは行き届いているか

P roduct quality

良質な品質を一定に保てているか

S peed with service

迅速なサービスが出来ているか
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働く人々をしあわせに

ピープルビジネス

人の成長と可能性を
最大限サポート

誰もがいきいき働けるように
ダイバーシティへの取り組み
KFCは、人がブランドを創ると考えます。だからこそ、すべての人が能力を発揮して活躍できるよう、ダイ
バーシティへの取り組みを強化しています。ライフスタイルに合わせて働き方を選べる制度を整え、頑張り
が認められる賞賛の文化を大切にしています。

店舗オペレーション・マネジメントスキルを学ぶ
〈 DC（Developing Champions）プログラム 〉
KFCを知る
オリエンテーション
（ブランド・CHAMPS研修）

オペレーションを学ぶ
オペレーション研修
（店舗OJT）

リーダーシップと
コントロールを学ぶ
時間帯責任者研修

育成とマネジメントを学ぶ

店長研修

すべての人の成長をサポートする制度
● 各種休暇・時短勤務制度

エリア責任者研修

フレックスタイムの利用や年次有給休暇取得の推奨、リフレッシュ休暇やボランティア

従業員が、ライフスタイルやニーズに合わせた働き方を選

休暇を制度化しています。出産・育児・介護のサポートとして育児休暇、介護休暇、時短

べるように、限定正社員制度を設けています。

勤務制度、復職支援プログラムを設けるなど、ワークライフバランスを無理なくとれる
エリア／店舗限定社員

環境を整備しています。

社員
パートナー

● 限定正社員制度

STAR2000トレーニング

おかえりケンタッキー

パートナー育成プログラム

ピープルスキルを学ぶ

日時限定社員

結婚や出産など、ライフスタイルの変化によってKFCを辞めることになった社員・

● キャリアライフ研修

● オリジナルマイスター
ホスピタリティ研修

● ダイバーシティ推進意識改革研修

● 能力開発研修

● ライフ＆キャリアプランセミナー

エリアや店舗といった働く場所にくわえ、
働く曜日・時間も限定できる。

パートナーの復職を支援する制度です。KFCで働く魅力は、やはり「人」。人との絆

キャリアライフサポート研修

● ブランド理念研修

エリアや働く店舗を限定できる。
勤務時間数は通常の正社員と同様。

を大切にしています。

（入社時、3年目など年次に応じた研修を実施）

● 店舗を支えるパートナーを賞賛

（業務の振り返りと会社制度の理解を促進する）

● 頑張りが認められる評価制度

年間優秀賞やセールスコンテスト、QSC×H活動賞などの店舗を賞賛する活動にくわ

お客さま満足度アンケート
（GES）の評価が高かった店舗に

え、お客さまから届いた声の中からとくにホスピタリティの高い従業員を表彰する

は、日頃の頑張りを讃え、表彰する制度があります。また、売

「スーパーホスピタリティ表彰」で、KFCブランドを体現している人財を讃えています。

り上げや利益の目標を達成すると、店舗社員にはインセン
ティブ・ボーナスが支給されます。

時間帯責任者として活躍しているパートナーのカンファレンスを実施し、日頃の感謝の
意を伝え、役割を再確認する場も設けています。

技能とホスピタリティを
磨き上げ、競う
「CHAMPSチャレンジ」 競技会
KFCでは仲間と一緒に楽しみ、高め合いながら成長できる環境を整えています。CHAMPSを指
標に、店舗従業員が技能とホスピタリティを競う「CHAMPSチャレンジ」競技会を毎年開催して
います。優勝チームはアジア大会に勝ち上がり、舞台を世界に移します。お客さまに最高の体験を
して頂くことを目指し、チームが一丸となりそのスキルを競い合います。店舗・チームの団結力の
向上や、一人ひとりのブランドへの誇りや成長につながるドラマと感動がくり広げられます。
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日本KFCホールディングスグループ 雇用情報
従業員男女比率

男性

896名

74%
662名

時短勤務制度
利用者数

女性

2018
全従業員

※2019年7月末日現在

26%
234名

出産・介護休暇制度
利用者数

障がい者
雇用比率

23名 20名 2.6%
（国の基準2.2%）

女性管理職比率

（部長以上）

9.6%

KFCアルバイト人数

（フランチャイズ社を含めたブランド全体の推計人数）

32,000名

約
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3

社会とともに豊かな未来に向けて

KFCブランドの原点

私にとって、
お金はすべてではない。
前にもいったように、
よいことをして人助けを
することの方に、
より興味があったんだ。
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社会とともに豊かな未来に向けて

社会貢献活動

チャリティ

食育

「食」 の喜びを
全ての人に知ってほしい

食育で子どもを笑顔に

●国連WFPの活動を支援
●「学校給食支援」を応援

未来を担う子どもたちに
「食」の楽しさ、大切さを伝えたい

2018年学校給食支援募金・寄付金
146万人分
43,921,651円

●KFCキッズスクール
2018年度
79回開催
2013年～累計
187回開催
●会社訪問
2018年度

2007年～累計
2018年災害募金

2億2,900万円
4,883,205円

計950名来社

©Mayumi.Rui
©WFP／Boris Heger

スポーツ
健やかにチームで
やりとげる喜びを応援したい

社会と
子どもたちの成長を願って
健やかで心豊かな

●スポーツ大会に協賛
●スポーツ大会に協賛
KFCカップ 26回開催 総勢約5,000名が参加
KFCカップ 26回開催 総勢約5,000名が参加
●Jリーグ「浦和レッズ」を応援
●Jリーグ「浦和レッズ」を応援
●「スペシャルオリンピックス日本」の活動を
●
「スペシャルオリンピックス日本」
の活動を
サポー
ト
サポート

©WFP／Rein Skullerud

私たち日本KFCホールディングスグループは
誰もが健やかに、心豊かに暮らすことができる社会の実現を目指し、社会貢献活動に取り組んでいます。
私たちが提供している「おいしさ」を食育、チャリティ、スポーツなどを通して伝え、
次世代を担う子どもたちがいきいきと笑顔になれるような未来の実現を目指しています。

｢キッズスクール｣とは

国連WFP「学校給食支援」とは

「スペシャルオリンピックス」とは

KFCの安全・安心なおいしさへの取り組み、本当のおい

飢餓のない世界を目指してさまざまな支援活動を行って

スペシャルオリンピックスは、知的障がいのある人たちに

しさへのこだわりを知ってもらう機会として「KFCキッ

いる、国連WFPの活動のひとつ。途上国の子どもたち

スポーツトレーニングとその成果の発表の場である競技

ズスクール」を開催しています。オリジナルチキンの調

の栄養状態を改善することを目的に、さまざまな国や地

会を提供している、国際的なスポーツ組織。スポーツを

理と試食を通して、手づくり調理の楽しさや、みんなで

域で学校給食を提供しています。学校給食の提供は、子

通して知的障がいのある人が自立と社会参加を果たし、

食べる食事のおいしさをお伝えしています。

どもたちの出席率や成績の向上にもつながっています。

健康で豊かな生活をともに送ることのできる「多様性を
尊重する社会」を目指しています。
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4

地球環境を守る、
信頼される企業であるために

KFCブランドの原点

できることはすべてやる。
やるなら最善を尽くせ。
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地球環境を守る、信頼される企業であるために

地球環境保全の取り組み
環境パフォーマンスデータ（2018年度）

地球環境を守り、
次世代へつなげていくために

KFCブランド全体で環境負荷の低減を実現しています
外食産業の推計値を大きく上回る、食品リサイクル率を達成
廃棄物排出量

食品リサイクル率

50.8％

地球環境保全をめざして

リデュース（減量）､リユース（再利用）､
リサイクル（再生）を推進

20,321トン

外食産業目標値50%

廃食油リサイクル率

100％

32％

●食品リサイクル率 （％）
100

（トン）
27,000

22,741 22,172

24,292 23,703

60.3%

18,000

47.8%

20,321
56.2%

52.4%

75

50.8%
50

9,000
25

KFC

0

外食産業（2017年推計値）

2014
年度

2015
年度

2016
年度

2017
年度

0

2018
年度

日本KFCホールディングスグループは環境に関する法令を遵守し、廃棄物の排出量の
削減や資源のリサイクルに努めています。KFC店舗の段ボールや廃油のリサイクルは、

店舗の機器変更やエネルギー管理により、CO2の排出量を削減

ほぼ100%を実現。また、エネルギー効率のよい厨房器機やエアコン、照明器具を導入
し、エネルギーマネジメントを強化して省エネルギー、省資源に努めています。

CO₂ 排出量

85,471 t-CO₂

520.8 t-CO₂
（t-CO₂）

（t-CO₂）
105,000

持続可能な
パーム油を購入

フロン排出量

650

101,417
95,882
95,000

アブラヤシから作られるパーム油は植物油の約3割を占め、近年、アブラヤシ農園の開発
による森林伐採が社会問題になっています。日本KFCホールディングスグループでは、
森林破壊を防ぐ対策として、2017年よりRSPO認証（Mass Balance）を得たパーム油
を購入しています。

92,780

550

553.1

520.8

500

85,471

85,000

2014
年度

※RSPO認証は、世界自然保護基金（WWF）を含む関係団体が中心となって設立した「持続可能なパーム油のための円卓会

573.8

91,467

90,000

0

602.5

600

100,000

2015
年度

2016
年度

2017
年度

450

0

2018
年度

2015

2016

年度

2017

年度

年度

2018
年度

議（RSPO）」が策定した認証制度。熱帯林の自然環境や労働者の権利に配慮して生産された「持続可能なパーム油」を認証
しています。

電気使用量

125,200千kwh

持続可能な社会の実現のために

（千kWh）
135,000

使用済み調理油を
国内産ハーブ鶏の飼料として
再生利用
KFC店舗で排出される使用済みの調理用油を、国内産ハーブ鶏の飼料として再利用す

0

1,600

6,641
6,562

1,400

6,343

6,400

1,414
1,326

2014

1,320

1,333

1,329

2015

2016

2017

1,200

125,200
6,200

123,000

2014
年度

満たしたKFC登録飼育農場でハーブ鶏を飼育しているからできること。関西地区の直

25

127,647

126,000

飼料用油脂に加工

（千m³）

6,619

129,000

1,414千㎥

6,771

6,600

129,974 129,629

KFC店舗

る独自の食品リサイクルループを構築。これは、飼育方法や飼料まで厳しい認定基準を

営店35店舗の使用済み調理用油を、国内産ハーブ鶏の飼料として活用しています。

6,800

134,556

水道使用量

6,343千㎥
（千m³）

132,000

国内産ハーブ鶏の飼育

ガス使用量

2015
年度

2016
年度

2017
年度

2018
年度

0

1,000

2014
年度

2015
年度

2016
年度

2017
年度

2018
年度

0

年度

年度

年度

年度

2018
年度

※集計期間：2018年4月～2019年3月
※数値はKFCチェーングループ全体（直営＋FC店舗）を対象としています。

飼料に加工

※2015年4月「フロン排出抑制法」の改正施行に伴い、参考資料としてフロン排出量（CO₂換算）データを掲載します。
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地球環境を守る、信頼される企業であるために

SDGsへの取組み

世界のためにできること
日本KFCホールディングスグループでは、CSRの視点から様々な活動を行ってきました。
私たちは、SDGsを企業理念「おいしさ、
しあわせ創造」を実現するうえでの重要課題と認識。
持続可能な社会の実現に向けた事業活動を、これからも推進してまいります。

世界を変えるための17の目標とKFCの活動

●KFCの活動
●全店全面禁煙化
日本KFCではお客様にゆっくりお食事を楽しんでいただきたいと
の想いで2015年から店舗の禁煙化をすすめ、2018年12月に全店
舗の全面禁煙化を達成しました。

●低アレルゲンメニューの販売
2017年7月から、卵・乳・小麦・そば・落花生・エビ・カニの7品目を原
材料として使用しない低アレルゲンメニューの販売を開始。より多
くのお客さまにおいしく召し上がってもらうために、2019年10月か
ら「低アレルゲンチキンセット」の販売店舗をさらに拡大します。
●国連WFPの活動を支援
（学校給食支援）

●国連WFPの活動を支援
（学校給食支援）

●安全・安心、そして健康的な
商品の提供（国内産ハーブ鶏）
●全店全面禁煙化
●国連WFPの活動を支援（緊急支援）
●スペシャルオリンピックス日本
を支援
●低アレルゲンメニューの販売

●食育（キッズスクール）
●修学旅行生の受け入れ

●ダイバーシティ
（推進、限定社員制度）
●おかえりケンタッキー
（復職支援制度）
●国連WFPの活動を支援
（学校給食支援）

●障がい者雇用の推進
障がいのある人とも分け隔てなく働ける環境をつくり、多様化す
る社会の中での雇用のあり方を模索すると共に社会への貢献を
果たします。

●地域貢献（オレンジリボン）
子どもへの虐待のない社会を目指す、
「子ども虐待防止・オレンジ
リボン運動」に協力しています。

●食品ロス削減
売れ残りや食べ残しなどの、無駄な廃棄物を出さない発生抑制を
行っています。発生した食品廃棄物などについては、再生利用に
●省エネ化
（CO₂/フロンの排出量の抑制）

●国連WFPの活動を支援
（学校給食支援）
●スペシャルオリンピックス日本
を支援
●障がい者雇用の推進

●安全・安心なサプライチェーン
の確立（KFC登録飼育農場）

●国連WFPの活動を支援
（学校給食支援）
●スペシャルオリンピックス日本
を支援

●地域貢献
（オレンジリボン）

●リサイクルの推進
（調理油リサイクルループ）
●食品ロス削減

取り組んでいます。

●NPO法人 荒川クリーンエイド・フォーラムに参画
東京・荒川の河川敷を清掃する「荒川クリーンエイド」活動に、
2008年から積極的に参加しています。

●国連WFPの活動を支援（緊急支援）
国連WFPは被災した地域にいち早く入り、人々に生きのびるた
めの食料を届けています。

●エネルギー削減目標の設定
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●NPO法人荒川クリーンエイド・フォーラム
に参画

●RSPO認証パーム油の調達

●国連WFPの活動を支援
（緊急支援）
●地域貢献
（オレンジリボン）

●国連WFPの活動を支援（緊急支援）
●フランチャイズ社、サプライヤーとの
連携強化
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地球環境を守る、信頼される企業であるために

コーポレート・ガバナンス

Corporate Profile

透明性の高い企業経営、
健全な組織運営を

会社概要

日本KFCホールディングス株式会社
■ 本社

〒220-8586 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 横浜アイマークプレイス
TEL.045-307-0700

■ 関西オフィス

● コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方

〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島7丁目20番1号 KM西梅田ビル
TEL.06-6453-6660

日本KFCホールディングスグループは「おいしさ、しあわせ創造」を企業理念に掲げ、
「本当のおいしさ」を通じて人々をしあわせにすることを使命として企業活
動を行っています。また、豊かな社会の実現に貢献することが、すべてのステークホルダーのご期待にこたえるものと認識しています。
そのため、経営の健全性・透明性・効率性を確保する基盤として、コーポレート・ガバナンスの強化を経営上の重要事項としています。
独立役員の要件を満たす社外取締役の選任により経営監督機能を強化するとともに、意思決定や業務執行の迅速化・効率化を図るなど、実効性のあるコーポレー
ト・ガバナンス体制の構築に努めています。

■ 設立

1970年7月4日

■ 資本金

72億9,750万円

■ 決算期

3月

■ 従業員数

883人（2019年3月31日現在／連結）

■ 売上高

● 健全な企業運営のために組織体制を強化

■ ホームページ

日本KFCホールディングスグループは、企業経営の効率化・意思決定の迅速化を目指し、
2018年4月にはグループ組織を再編し、業務が関連する部署を集約しました。

74,344百万円 （2018年度連結実績／2018年4月～2019年3月） ※単位未満は切り捨て
●日本KFCホールディングス株式会社

http://japan.kfc.co.jp/

●KFC公式ホームページ

http://www.kfc.co.jp/

■お客さまサービス係フリーダイヤル：0120-197074（受付時間 9：30～17：30）

コーポレート・ガバナンス体制図
株主総会

組織図構成
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報酬諮問委員会
指名諮問委員会

日本KFCホールディングス株式会社

監査等委員会

グループ監査部

会計監査

監査

内部監査

相互連携

会計監査人

監査等委員会事務局

代表取締役社長

委員会一覧
コンプライアンス委員会
規範委員会
人事委員会
開示委員会
投融資委員会

ＧＥＣ
執行役員
各担当

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社
Kentucky Fried Chicken Japan, Ltd.

内部監査
グループ会社
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事業会社

事業会社

株式会社ケイ・アド
K-AD CORP.

ケイ・フーズ株式会社
K-FOODS CO,LTD.

Fast Restaurant International Pte. Ltd.
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