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FOODS Info Mart 新サービス｢外食応援団｣開始のお知らせ 

 

当社が運営しておりますフード業界 BtoB-EC（企業間電子商取引）プラットフォーム「FOODS 

Info Mart （フーズインフォマート）」の新サービス「外食応援団（外食本部代行サービス）」を

平成 18 年 9月 11 日より開始いたします。その詳細に関し、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

１．新サービスの背景及び概要 
当社は、外食業界全体の店舗数約 73 万店の約 8割にあたる約 59 万店の個店（注）に向けて、

その経営者が、将来的な多店舗展開、より個性的・魅力的な店舗展開、個店経営の改善・効率化

等に対して抱える課題・ニーズのソリューションとしての新サービス「外食応援団（外食本部代

行サービス）」を開始いたします。本サービスは、既にフード業界において経理・税務支援、人

材募集、金融支援等の分野で実績のある辻・本郷税理士法人、中央シーエスアカウンティング株

式会社、株式会社キイストン、ＮＩＳリース株式会社の４社と共同で展開をしてまいります。 

 

■課題・ニーズ 

・ 店舗数が少なくスケールメリットが活かせない 

・ 経営に関わる業務のシステム化、組織化が後回しになってしまう 

・ 日々の業務全般を経営者が一人何役で行っている 

・ ソフト面の業務（メニューの開発、人材の教育等）に充分な時間を持ちたい 

■外食応援団によるソリューション 

・ 外食本部代行を設置し、ボランタリーチェーン化をすることでスケールメリットを創出、

食材購入等への活用 

・ 販促、人材募集における業務のシステム化、経理業務・金融のサポート 

・ プラットフォームを活用したコストダウンへの取組み 

・ 店舗業務のアウトソース 

 

（注）外食産業統計資料集（財）外食産業総合調査研究センター 
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２．外食応援団パートナー企業の会社概要 

パートナー企業 企業概要 外食応援団での役割 

辻・本郷税理士法人 

所在地： 東京都新宿区西新宿 1-25-1 新宿センタービル 31F  

代表者： 本郷 孔洋 、 設立： 2002 年 4 月 

クライアント数： 3000 社 、 従業員数： 300 名（グループ各社含む） 

事業内容： 日々の税務代理から企業再編などのコンサルティング 

中央シーエスアカウンティング株式会社 

所在地： 東京都新宿区西新宿 1-25-1 新宿センタービル 30F  

代表者： 金子 寿一 、 設立： 1990 年 1 月  

資本金： 9000 万円 、 従業員数： 150 名 

事業内容： 会計・人事・総務業務代行をはじめとするアウトソーシング事業

経理の専門家が、会計業務を支援

します。既存の顧問税理士と情報

を共有することで双方からお店を

バックアップすることもできます。 

株式会社キイストン 

所在地： 東京都港区芝 5-27-14 小川ビル 4F  

代表者： 細見 昇市 、 設立： 1992 年 10 月  

資本金： 9000 万円 、 従業員数： 35 名 

事業内容： 飲食業界に特化した、戦略型人材採用コンサルティング＆ 

広告代理・プランニング 

必要なときにＰＣ・モバイルサイトで

の人材募集ができます。店舗での

募集ポスターや店舗カードも提供。

NISリース株式会社 

所在地： 東京都新宿区西新宿 1-6-1 新宿エルタワー22Ｆ 

代表者： 大谷 利興 、 設立： 2003 年 11 月  

資本金： 4 億 7500 万円 、 従業員数： 42 名 

事業内容： 総合的リース業（割賦含む）、レンタル、売掛保証事業、 

投資事業、投資顧問業、ファイナンス業務全般 

決済代行により、一括で支払いが

可能となるため、業務低減に貢

献。店舗出店時の物件紹介やリー

ス等を活用した資金調達も支援。 

 
 
 

 



 

 
３．「外食応援団」のサービスメニュー等 
本サービスのサービスメニュー、内容及び料金体系等については、以下の通りです。 

 

登録費用 10,000 円 （税別）  ／  基本サービス料  月額 50,000 円 （税別） 

提供メニュー サービス内容 

調達システム 
6 万品目を超える商品カタログを検索し、食材・仕入先を発掘することができます。本部に発

掘依頼も可能。 

共同購入 
各店舗のマスタの中から共通商材をまとめて、大手問屋より物流も含め現在より低価格で供

給可能。チェーン店並みのロットで価格を交渉いたします。 

①大手問屋と大手価格で取引→②交渉なしでコストダウンが可能→③月末締翌々6 日での

お支払い。 

仕入支払代行 

サービス 様々な仕入商品の決済をまとめ、一括で支払が出来ます。（月末締翌々6 日でのお支払） 

システム 
大手チェーン店等と同じシステムが活用できます。受発注システムの活用により、仕入伝票

はデータ化します（会計システム連動）。日々の記帳を PC 上で行うだけで PL 表が毎月簡単

に作成できます（会計システム連動）。勤怠管理も毎日入力するだけで計算が不要です。 

人材情報 募集費用をかけずに年間を通じて人材の募集を行うことが可能。 

定期研修 

（オーナー会議） 

ローコストオペレーションの実現。効率化に向けてのニーズ調査。 

①人事関係の情報提供 

②計数管理に関する情報提供  

③食材関係の情報 

④その他時流にあわせた情報提供を定期的に実施し共同企画なども今後すすめて行きます

 

４．今後の見通し 

今後は、平成 19 年 1月末までに登録店舗 100 店舗を目標にセミナー開催等を中心とした新規

利用店舗の募集を図り、本サービスを推進してまいります。 

当社における本サービスは、ＥＭＰ事業のサービスとして位置づけ、来期（平成 19 年 12 月期）

以降の成長ビジネスになるべく育成してまいります。本サービスが、当社の平成 18 年 12 月期の

業績に与える影響は、軽微と見込んでおりますが、来期（平成 19 年 12 月期）以降の業績に重要

な影響を与えることが判明した場合には速やかにお知らせいたします。 

 

以上 


