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C O N T E N T S

Our mission to society

「顧客最優先主義」に徹した、事業活動と地域社会への貢献

Top Message

地域社会になくてはならない店舗であり続けたい

Overview of our activities

この街の一人として 全国に広がるドン・キホーテグループの社会貢献活動

Corporate Governance

コーポレート・ガバナンス、コンプライアンスの強化と体制

Information disclosure to our shareholders and investors

これまで以上にスピーディーで、密度の濃いコミュニケーション活動に力を注ぎます

Contributing to the society by utilizing diverse human resources

「人は会社の宝 = “人財”」を基本理念に一人一人のポテンシャルを高め、地域の雇用創出にも貢献しています

Being open for change, responding to the customers' opinion

お客さまからの「ご指摘」「お叱り」「ご要望」は全てが “リクエスト”

Actively promoting further power saving measures reducing the environmental impact

地球と共生する持続可能な企業活動を目指して、節電と環境負荷低減対策

Continuing being a corporate citizen highly trusted by the society

文化事業・スポーツ振興への協賛／慈善団体への寄付活動

環 境 負 荷 低 減 の た め に
「１００％再生紙」を使用しま
した。※用紙メーカー・王子
製紙(株)の保証マーク

内部統制システムに関して／コンプライアンスへの取り組み強化と意識の徹底／反社会的勢力排除
に向けた基本的な考え方、およびその整備状況

特別養護老人ホームへの出張売店／地域行事への積極的な参加／沖縄の海を守る活動への協賛／
ドイトの出張「木工作教室」／養護学校でのバザーに協賛／「堺市ウォーキングイベント」への協賛／
目黒川のお花見会／岩手県山田町と大槌町の仮設住宅・集会施設などへ、日用消耗品を提供／被
災地大槌町のお母さんたちに、刺し子の制作を依頼／就業体験「商育プロジェクト」の実施／目黒
区小型消防ポンプ操法演技発表会への参加／青少年の万引き防止キャンペーンへの参加
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Our mission to society Top Message社会への使命として トップメッセージ

「顧客最優先主義」に徹した、事業活動と地域社会への貢献 地域社会になくてはならない店舗であり続けたい

従業員と共に、地域社会で
支持される新業態の創造に
努めます。

地域社会および地球環境への
配慮を重視します。

お客さま、株主さま、ビジネス
パートナーさまから信頼され
る企業集団であり続けること
に努めます。

従業員一人一人が能力と個
性を発揮し、自己実現でき
る環境を提供します。

コンプライアンスの徹底と説
明責任を果たすコーポレート
ガバナンス体制で、企業の社
会的責任を果たします。

いつでも、生活に必要なもの
が、揃っている店舗。

便利さ

感動を与える「絶対的」な価格
と価値の商品がある店舗。

驚きの安さ

お買い物が、ワクワク、ドキド
キ、楽しくなる店舗。

楽しさ

街と人々にとって「なくてはならない店舗」であり続

けたい。私たちドン・キホーテグループの願いで

す。

これを実現するには、豊富な品揃え、お求めやす

い価格、お買い物の楽しさと便利さ、地産地消の

推進、地域の雇用創出、都市部の買い物空白地

域を埋める小商圏店舗展開など、地域社会におけ

る小売業としての役割を果たし続けなければなりま

せん。さらには、防犯、教育、街の活性化など多

方面にわたる社会貢献活動を推進することも、お

客さまと地域社会からのご期待に応える重要な活

動であると考えています。

ドン・キホーテグループは「顧客最優先主義」を企業

原理に掲げ、店舗の担当者、つまりお客さまの近

くにいる従業員への権限委譲を徹底的に推し進め

ています。とりわけ、権限委譲を受けた従業員が

自分で考え、判断し、行動する力を発揮したのが

２０１１年の東日本大震災でした。震災直後の被災

地の店舗では、生活物資を店から運び出していち

早く販売を始めただけでなく、店内に放置していれ

ば傷むだけの生鮮品などは無料でお客さまに提供

したのです。誰の指示を受けるでもなく、「顧客最

優先主義」に基づいて自分で考え、判断した従業

員の行動を知ったとき、これこそがドン・キホーテグ

ループの社会貢献活動であると強く感じました。

本報告書で紹介している社会貢献活動は、会社全

体で手掛けているものもありますが、多くは各店舗

や一人一人の従業員が、地域社会のお役に立ちた

いとの思いから率先して取り組んでいるものです。

小売業としてのスキルやリソースを活かした貢献も

多くあります。私は、これらの活動を皆さまに紹介

できることを嬉しく、かつ誇りに思います。ぜひ、

私たちのありのままの姿をご覧ください。

私たちのすべての店舗は、お客さまの支持によって成り立ち、

お客さまによって生かされています。同時に、街の生活インフ

ラとしての役割と大きな責任を担っています。このことから私た

ちは、「顧客最優先主義」をあらゆる行動や判断の基盤とし、お

客さまと地域社会に感謝するとともに、社会に対する責任を果

たすことを使命と考えています。

ＣＳＲ※に関わる活動においても、私たちは「顧客最優先主義」

を徹底しています。ＣＳＲマネジメントとしてのコンプライアンス

の強化や企業倫理の遵守、ステークホルダーに対する誠実な

情報開示はもちろん、さまざまな社会貢献活動においても、お

客さまや地域のために何を成すべきかを最優先に考えていま

す。

お客さまとともに豊かな社会を実現できるよう、小売業として

の健全な事業活動に加え、地域社会への積極的な貢献を私た

ちの社会的な使命と捉えて、これからも力を注いでいきます。

Contributing to local communities with the 
motto of "valuing the customers our utmost 
priority"

Creating shops indispensable
for local communities 

"V aluing the customers our utmost priority" 
This is the principle serving as the foundation for the Don Quijote 
Group. 
All of our shops e x ist only because they are needed by the 
customers. W ithout customers'  support they would not last a day. At 
the same time, we bear the responsibil i ty for maintaining 
infrastructure supporting community' s daily life. That is the reason 
we chose our motto of "valuing the customers our utmost priority" 
to serve as the foundation for every activity and every judgment 
made at the Group, why we never forget to be grateful to our 
customers and local communities, and see it is our mission to fulfill 
our duty to the society. 
The motto of "valuing the customers our utmost priority" also serves 
as the main principle of the CS R  activities. In the CS R  activities, the 
Group strives not only to ensure compliance, observance of 
corporate ethics, and truthful information disclosure to all the 
stakeholders, but also sees it as the highest priority to find new ways 
to make our contribution to the wellbeing of our customers and the 
communities. 
W e see and will always see it as our social mission to keep our 
activities as a retail business sound and straightforward, to actively 
contribute to local communities, striving together with the customers 
to make our society wealthier. 

To be a chain of "indispensable shops" for every 
town. That is our main aspiration at the Don Quijote 
Group. 
To do that we need to offer ample range of products, 
easily affordable prices, pleasure and convenience of 
services, promote local supply and local consumption, 
create job opportunities in the regions, develop shops 
filling areas with insufficient shopping services, 
fulfilling our role of a local retail business. W e also 
see various CS R  activities in such areas as crime 
prevention, education, and reinvigoration of local 
communities as important pillars of our operations. 
W ith the motto of "valuing the customers our utmost 
priority", the Don Quijote Group ensures that people 
in charge of the shops are given the highest authority. 
This enables our working staff to think on their feet, 
make decisions and act upon them, which most 
clearly appeared in the aftermath of the Great East 
J apan Earthq uake in 2 0 1 1 . Our staff at the shops in 
the disaster-stricken areas made many steps really 
helping the communities. They did not receive any 
instructions and made their decisions themselves, 
acting in accordance with our motto of "valuing the 
customers our utmost priority", and when I was 
informed of their actions, I felt that their actions more 
than anything else shows the true spirit of social 
contribution made by the Don Quijote Group. 
S ome of our CS R  activities listed in this brochure are 
conducted by the Group as a whole, but for the most 
part they are efforts by individual shops or even 
individual employees. Many initiatives put to good 
use the skills and the resources we have amassed as a 
retail business. And I am proud and glad of this 
opportunity to introduce these activities showing us in 
true colors to a wider audience.

●「顧客最優先主義」。
　ドン・キホーテグループが掲げる企業原理です

代表取締役会長 兼 社長 兼 CEO

安田　隆夫
Takao Yasuda

Chairman and President and CEO
※ CSR（Corporate　Social　Responsibility）：企業が、事業活動において
利益を優先するだけではなく、さまざまなステークホルダー（お客さま、株主、
従業員、取引先、地域社会など）との関係を重視しながら果たす責任。
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ドン・キホーテグループが掲げる企業原理「顧客最優先主義」 の精

神は、全国で取り組む社会貢献活動の根底にも流れています。各店

舗では、来店されるお客さまはもちろん、小中学校や自治体などそれ

ぞれの地域とのつながりを重視し、きめ細かな活動を行っています。

たとえば、店舗周辺の「コミュニティーとの共存」をテーマにした活

動には、老人ホームへの出張販売やホームセンター従業員による木工

作教室といった、グループの本業を活かしたプログラムがあります。

加えて、地域の自治体やＮＰＯなどが主催するイベントへの協賛のほ

か、地域住民の方々を本社にお招きしての花見会なども実施していま

す。小中学校などの児童・生徒さんたちに店舗での仕事を体験してい

ただく商育プロジェクトも、店舗を中心とした活動の代表例です。

また、自治体や消防・警察と協力して消防訓練や万引き防止キャンペー

ンに取り組み、「防災・防犯の啓蒙」 活動を積極的に行っています。

さらには、東日本大震災からの「復興支援」にも引き続き取り組んで

います。

また、慈善団体やスポーツ関連事業、財団法人などへの支援といっ

たグループ全体としての広範な活動も手掛けています。

今後も、「地域になくてはならない店舗」として、またこのような店舗

を展開する企業グループとして、地域社会との共栄に貢献していきま

す。

この街の一人として
全国に広がるドン・キホーテグループの社会貢献活動 地元沖縄の海を守りたいという趣旨に共感し、沖縄の海を守

る活動「ＳＯＯ プロジェクト」が主催する「第 1 回クリーンピッ

ク全国大会 in 沖縄」に協賛しました。

２０１３年６月に、うるま市与那城総合公園にて行われた同イ

ベントは、ビーチの清掃活動にルールとスポーツ性を持たせ

たゴミ拾い競争という、ユニークなものです。親子連れや友人、

会社の仲間など幅広い世代から参加した総勢７３チームがとも

に汗を流し、美しい海を守りました。

各店舗周辺の小中学校や地元町内会、自治体などの行政機

関と協調した活動に、積極的に参加しています。「地域社会

になくてはならない店舗」 であり続けるために、 今後も地域

社会との共栄に貢献していきます。

東京都足立区の地域学習センターにて、ドイト西新井店の従

業員による、お父さんのための木工作教室を開催しました。

今後も地域の DIY ホームセンターとして本業の得意分野を

生かし、地域の皆さまのお役に立つ店舗を目指していきます。

Overview of our activities活動の概要　地域社会になくてはならない店舗として

The spi r i t  of  "va lu ing t he cus tomers ou r  u t mos t 
priority”  underlies every CS R  activity the Don Quijote 
Group conducts on the nationwide scale. Every shop of 
the Group strives to create close and warm ties not only 
with our customers but also with elementary /  junior 
high schools and the self -governing bodies at each 
locality. 
Among activities grouped around the theme of "coex istence 
with members of  the communities", there are many 
programs eff iciently employing the business skills of 
the Group, f or e x ample sales visi ts of  the staf f  to 
homes for the aged, or woodwork workshops offered 
by employees of  our home centers. In addition, we 
of ten support events organiz ed by self-governing bodies 
or NP Os, or invite local residents to the head q uarters 
for cherry blossom viewing parties. P ro jects teaching 
children the skills needed in the trade by offering work 
e x perience at our shops are also a good e x ample of 
activities initiated at the shop level. 
In cooperation with the self -governing bodies, f ire 
f ight ing br igades and the police, we also act ively 
engage i n  f i r e d r i l l s  a nd  shopl i f t i ng p r even t ion 
campaigns to raise awareness of  disasters and crime. 
The Group also continues to par t icipate in revival 
activities helping J apan to overcome the damages of the 
Great East J apan Earthq uake. 
As a concer ted ef f or t of  the whole Group, we also 
conduct a wide range of activities supporting charities, 
sport-related initiatives, nonprof it corporations, and 
other organiz ations. 
As a shop indispensable for the communities, and as a 
Group developing a chain of such shops across J apan, 
we shall always st r ive to cont r ibute to the mutual 
prosperity of our business and the community.

◀地域コミュニティとの共生活動

ドン・キホーテグループ

◀文化事業／スポーツ振興／慈善団体への協力

◀地域の児童・生徒への学習支援活動、就業体験「商育プロジェクト」の実施

◀東日本大震災被災地域への復興支援

◀地域の防災・防犯活動への参加

●沖縄の海を守る活動への協賛

●主な社会貢献活動分野

●地域行事への積極的な参加

●ドイトの出張「木工作教室」

中目黒本社すぐ近くにある特別養護老人ホーム「青葉台さく

ら苑」 で定期的に出張売店を開いています。

「直接店舗に足を運べない方にもお買い物の楽しみを提供し

たい」という思いから、 出張売店ではお菓子や日用消耗品

を中心に取り揃え、70 歳～ 100 歳超の方々にゆっくりとお

買い物を楽しんでいただいています。

今後も、店舗の枠にとらわれず、ドン・キホーテ流お買い物

のワクワク・ドキドキを、積極的に提供していきます。

●特別養護老人ホームへの出張売店
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Overview of our activities活動の概要　地域社会になくてはならない店舗として

東日本大震災の津波で多くの町民が犠牲となった、 岩手県

の山田町と大槌町。 現在も仮設住宅で生活をしている方が

大勢いらっしゃいます。私たちは、小売業としてサポートでき

ることを模索しました。現地でいま必要とされている物資を

伺いながらトイレットペーパーや洗剤などを提供し、継続的な

支援を行っています。

東京都杉並区立済美養護学校ＰＴＡでは、日ごろ子どもたち

を温かく見守っている地域の方々へ感謝の気持ちを伝えると

ともに子どもたちの買い物学習の場にもしたい、との思いで

バザーを実施しています。私たちもこの趣旨に共感し協賛し

ました。地域社会との繋がりを大切にして、 地域の保育園、

幼稚園、小学校、児童福祉施設などのバザーに各店舗が協

力しています。

被災地における雇用創出と地域コミュニティーの確立を目指

し、 手芸品の制作販売を行なうＮＰＯ法人 「サンガ岩手」。

この活動に賛同し、 当社のノベルティ品として、オリジナル

の 「刺し子」を制作していただきました。お母さん方だけで

なく、 孫のいるおばあちゃんやおじいちゃんの温かな心がこ

もった手縫いの作品です。

今後も被災地の復興を願い、直接的・持続的な支援を行なっ

ていきます。

地域貢献活動の一環として恒例となった 「目黒川お花見会」

を、 東京都目黒区の本社屋にて 2013 年も開催しました。

社会福祉法人 「愛隣会」 の 「白寿荘」、「駒場苑」、「目黒

若葉寮」、公益財団法人「こども教育支援財団」などの老人・

児童福祉施設利用者や、地元町内会の皆さま、抽選でご招

待したお客さまなど、総勢約３，０００名をお迎えしました。「目

黒若葉寮」 の子どもたちとは、目黒川の桜で押し花カードも

作成しました。

●岩手県山田町と大槌町の仮設住宅・集会施設などへ、
　日用消耗品を提供

●養護学校でのバザーに協賛

大阪府堺市の歴史文化遺産の魅力の発信と参加者の健康増

進を目的に、市とＮＰＯが主催したウォーキングイベント。堺

市に店舗 (ドン・キホーテ新金岡店 ) を置く企業として地域や

スポーツ振興の一助となるよう、協賛しました。

●「堺市ウォーキングイベント」への協賛

●被災地大槌町のお母さんたちに、
　刺し子の制作を依頼

●目黒川のお花見会

「目黒若葉寮」の子ども
た ち が 作 成した 押し花
カードは、お花見会のお
客さまへのお礼状に添え
ました。

大槌町の仮説住宅に
併設された集会施設。
こちらに物資の提供
を行っています。

当社マスコットのドン
ペンを刺繍していた
だいたオリジナル刺し
子。

集会施設で被災された方々
の お 世 話をされるホットサ
ポートセンターの方々。

大槌町の仮説住宅での刺し
子制作の様子。
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Overview of our activities Corporate Governance活動の概要　地域社会になくてはならない店舗として ＣＳＲマネジメントへの取り組み

コーポレート・ガバナンス、コンプライアンスの強化と体制

株式会社ドン・キホーテは、ドン・キホーテグループの中
核企業として、「顧客最優先主義」の企業原理を徹底し、
コーポレート・ガバナンス、コンプライアンスの強化を図
ることが、企業価値拡大のための重要な経営課題と位置
づけています。
公明正大で高い倫理観に則った事業活動こそが、企業
存続の前提条件であるとの理念に立ち、社内での早期
対応体制の構築と、社外専門家の助言を仰ぎながら、企
業統治体制と運営の適法性を確保しています。
とりわけコンプライアンスについては、これまで以上に
経営管理組織を強化するとともに、従業員の法令遵守意
識の向上、従業員が社内外の窓口へ直接通報できる「コ
ンプライアンス ホットライン」の設置、経理部門のチェッ
ク強化、検査・調査部門およびコンプライアンス委員会
の設置等、徹底と強化を図っています。

次世代を担う子どもたちに、 働く楽しさや責任感・使命感を

実感していただく就業体験「商育プロジェクト」を全国のドン・

キホーテグループ店舗で継続的に実施しています。

２０１２年度も多くの小・中・高校生が参加されました

（２０１２年度：延べ１３５校、約１，１００名が体験）。

従業員も、 商育プロジェクトを通じて自身の業務理解や職業

観を深め、モチベーションを向上させています。

本社がある東京都目黒区では、 震災対策の一環として防災

区民組織に小型消防ポンプを配備しています。 私たちは、

この小型消防ポンプの取扱方法を体得し、自主防災の確立、

防災区民組織の活性化および防災意識の高揚を図るために、

区の 「小型消防ポンプ操法演技発表会」に積極的に参加し

ています。

Strengthening and structuring corporate 
governance and compliance

As the central f irm of the Group, Don Quijote Co., Ltd. sees it 
as the most important managerial task to follow the company' s 
principle of  "valuing the customers our utmost priority" and 
strengthen the system of corporate governance and compliance. 
F ollowing just and upright sense of  ethics, we maintain an 
in-company system to promptly address the issues and seek 
advice of  e x t e rna l e x per ts t hus ensu r ing legal i t y of  ou r 
operations.
Currently the Group makes especially strong effort regarding 
compliance by reinforcing the organi z ation of  management, 
promoting understanding of compliance issues among the staff, 
maintaining "compliance hot l ine" enabling employees to 
directly report issues to the authorities inside and outside the 
company, reinforcing checks of our accounting department, and 
maintaining Testing/ Investigation Detachment and Compliance 
Committee.

●就業体験「商育®プロジェクト」の実施

注）「商育プロジェクト」について
「商育プロジェクト」は、日本の将来を担う子どもたちに、働く楽しさと責任感・
使命感を育くむ体験学習の支援を目的として、
２００６年からドン・キホーテがはじめた体験入店プロジェクトです。

「商育」という言葉は、株式会社ドン・キホーテのオリジナル造語で、２００８年
に特許庁に商標登録いたしました。

（登録番号第５１０３２９５号）

■コーポレート・ガバナンス体制

選任・解任

報告・提案

指示

教育・推進

監査・指導

選定・解職･監督

監査

監査

報告

選任・解任

選任・解任

代表取締役（1名）
（CEO） 内部監査室

ＣＯ(Compliance Officer）

コンプライアンス
事務局

株　主　総　会

各 部 門 お よ び グ ル ー プ 会 社

コンプライアンス
委員会

取 締 役 会（4名）
【経営・監督】

会計監査人

監 査 役 会（５名）
〈社外監査役 ４名〉

【経営監視】

（２０１3 年６月 30 日現在）

各都道府県警や防犯協会が主催する青少年の万引き防止キャ

ンペーンに、全国の店舗が積極的に参加・協力しています。

●青少年の万引き防止キャンペーンへの参加

●目黒区小型消防ポンプ操法演技発表会への参加
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ＣＳＲマネジメントへの取り組み Corporate Governance

●内部統制システムに関して ●コンプライアンスへの取り組み強化と意識の徹底

●反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方、およびその整備状況

ドン・キホーテグループは、法令遵守はもとより社会の構
成員である企業市民として、全てのステークホルダーか
らの期待に応え、その信認を得て社会的責任を全うする
ことが、真のコンプライアンスと考えます。 
これに基づき、コンプライアンスを最優先の経営課題と
位置づけ、次のような体制を整えています。

・コンプライアンス委員会の設置
・「コンプライアンスホットライン」の設置

法令遵守の精神がドン・キホーテグループの役員・従業員
一人一人の行動の前提にあることを常に意識して、研修
や啓蒙に努めています。

ドン・キホーテグループは、以下のとおり、反社会的勢力
の排除に向けた基本的な考え方を定め、社内体制を整
備しています。

①ドン・キホーテグループは、反社会的勢力の不当要求
などに応じず、また、取引先がこれらと関わる個人、
企業、団体などであることが判明した場合には取引を
解消します。

②反社会的勢力からの不当要求などに毅然とした態度で
対応するため、不当要求防止責任部署を「危機管理
部」とし、社内教育研修や事案の対処を行います。 

③「危機管理部」は、警察当局、弁護士などの外部専門
機関と連携のもと、情報の収集を行います。また、社
内に不当要求防止責任者を設置し、社内ネットワーク
の整備、事案発生時に迅速に対処できる社内体制を
構築します。

株式会社ドン・キホーテは、会社法および会社法施行規則に基づき、
以下のとおり、業務の適正を確保するための内部統制システムを強化しています。

取締役の職務の執行が法令および定款に

適合することを確保するための体制

1 監査役がその職務を補助すべき使用人をおくことを

求めた場合における当該使用人に関する事項

7

取締役の職務の執行に係る情報の保存および

管理に関する体制

2 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの

独立性に関する事項

8

損失の危険の管理に関する規程

その他の体制

3 取締役および使用人が監査役に報告をするための

体制、その他の監査役への報告に関する体制

9

取締役の職務の執行が効率的に行われることを

確保するための体制

4

使用人の職務の執行が法令および定款に

適合することを確保するための体制

5

株式会社ドン・キホーテおよび子会社からなる

企業集団における業務の適正を確保するための体制

6

その他監査役の監査が実効的に行われることを

確保するための体制

10

＜常勤監査役＞大年　康一

　　　　　　 井上　幸彦（元警視総監）

＜監査役＞　  福田　富昭 （公益財団法人日本レスリング協会会長）

　　　　　  岩出　誠 　（弁護士）

　　　　　 本郷　孔洋（公認会計士・税理士）

＜顧問＞　　  熊﨑　勝彦 （元東京地方検察庁特別捜査部部長）

(201３年6月30日現在）

監査役 会計監査人

監査部門(内部監査室)

Strengthening compliance and ensuring 
understanding of the issues by the personnel

In the true sense of the word, compliance is not just observing 
laws and ordinances - it is to meet the ex pectations of all the 
stakeholders as a corporate citi z en and f ulf illing the social 
responsibility. 
The Don Quijote Group regards compliance as the managerial 
task of  highest priority and has established the f ollowing 
structure to ensure it:  

- Compliance Committee 
- Compliance H otline 

W e are making continuous efforts in training and education so 
that the spir i t of  compliance is shared by each and every 
ex ecutive and employee of the Don Quijote Group as the basis 
of every action.
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Information disclosure to our shareholders and investors株主・投資家の皆さまに対する情報開示の取り組み

私たちは２０１１年の東日本大震災を契機に、地域社会の生活インフラとしての役割を改めて痛感しました。これまでも
「地域社会になくてはならない店舗」を目指し、生活に密着した商品を、リーズナブルな価格で提供し続けてきたと自負し
ています。その成果として、２４期連続で増収営業増益を達成しました。今後、さらにこの成長を継続するには、何より
株主・投資家の皆さまへスピーディーで充実した情報開示が欠かせません。消費税増税を前に業界各社は事業展開のス
ピードを増しています。私たちは、これまで以上に株主・投資家の皆さまへ誠実な情報開示に力を注いでいきます。

ドン・キホーテグループは、ドン・キホーテ１号店創業以来

２４期連続で増収営業増益を達成しました。これはまさに「企

業価値向上」「株主価値の拡大」を実現すべく、 商圏対応

力の向上、既存店の収益力強化、積極的かつ柔軟な新規出

店や業態転換の実施による店舗ネットワークの強化に努めて

きた成果です。

こうした事業活動の情報を株主・投資家の皆さまへ適時お伝

えするために、フェア（公正なＩＲ活動）、アクティブ（積極

的なＩＲ活動）、クイック（タイミングよく適切なＩＲ活動）を基

本に、ウェブサイトによる適時開示や株式情報の公開、｢ 株

主通信 ｣ の発行などを行っています。

さらに、より広くかつ迅速に株主・投資家の皆さまへ、 新規

出店や新業態創出などの営業展開をお伝えするために、

ニュースリリースの公開だけではなく、 記者発表会や内覧会

など、ＴＶ・新聞・雑誌などメディア各社との直接コミュニケー

ションに重点をおいたリレーション活動を積極的に展開してい

ます。

私たちは、コーポレート・コミュニケーションを積極的に推

進しています。新規出店の際には、地域商圏で影響力のあ

る地元ＴＶ局、地方紙に対する重点的な広報活動に力を注

いでいます。

また既存の出店地域では、エンゲージメント向上を最優先

に、地方自治体や各商工団体への協賛など、多面的な地域

社会貢献に積極的に取り組んでいます。

これまで以上にスピーディーで、密度の濃いコミュニケーション活動に力を注ぎます

株主・投資家の皆さまへの主な“コミュニケーション・ツール”

ＩＲカレンダー 33期

・決算短信（四半期毎／日英版）

・業績説明資料（四半期毎）

・株主通信（半期毎）

・有価証券報告書（年次毎）

・四半期報告書（四半期毎）

・内部統制報告書（年次毎）

・アニュアルレポート（日英版）

・ＣＳＲレポート

※ＩＲ情報の詳細は、すべてウェブサイトで掲載しております。
www.donki.com/group/ir/

中間配当金
支払開始

アニュアル
レポート発行

（2012年7月1日～2013年6月30日実績）

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

定時株主総会開催

本決算（発表） 第1四半期決算（発表） 第2四半期決算（発表） 第3四半期決算（発表）

有価証券報告書提出
期末配当金支払開始

7
月

8
月

9
月

10
月 月 月

1
月

2
月

3
月

4
月

5
月

6
月

11 12

広 島 八 丁 堀 店「ドンキ
KAIDAN 美術館」。み
んなの街 ｢ひろしま｣を
伝 える作 品 を 公 募し、
優秀作品を店内階段に
展示しています。

沖縄県１号店「MEGAドン・キホーテ宜野湾店」の新店発表会の様子。宜野湾市市長、
宜野湾商工会会長に登壇いただきました。

宜野湾店オープニング
アトラクションとして、
地 元 宜 野 湾 市 大 山 の

「わんぱくしーさー保育
園」園児の皆さんに、エ
イサー演舞を披露して
いただきました。

第33期　決算説明会
（２０１３年８月１６日　野村コンファレンスプラザ日本橋）

Striving to ensure quicker and closer communication than ever

The Great East J apan Earthq uake in 2 0 1 1  has again shown the importance of  retail distribution industry for society' s 
inf rastructure. The Don Quijote Group takes pride in its achievements made possible by our efforts to be indispensable 
to the community and offering products at reasonable prices. These efforts enabled us to increase both sales and prof its 
for 2 4  consecutive terms. To ensure that this growth continues, what we need most is a prompt and adeq uate disclosure 
of  information to our shareholders and investors. B efore the planned increase of  consumption tax , all companies in the 
industry are increasing the speed of  enterprise ex pansion. And we shall make an even stronger effort to ensure adeq uate 
disclosure of  information to our shareholders and investors. 

●「フェア、アクティブ、クイック」な情報開示で
　ご期待に応えます

●新規出店では地元重点、既存店ではエンゲージメント
最優先の広報活動を推進しています
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Contributing to the society by utilizing diverse human resources多様な個性を活かす人財活用で社会貢献に取り組む

ドン・キホーテグループは、正社員・契約社員・パート・アルバイトといった雇用形態を問わず、従業員はグループ全体の
宝、財産と位置づけています。従業員の個性、感性、価値観などを尊重するとともに、徹底した権限委譲により一人一
人がポテンシャルを存分に発揮できる環境を整えています。信じて任された従業員の活躍が、ひいては企業価値や株主
価値を向上させ、社会貢献の充実に繋がるものと考えています。

「人は会社の宝 = “人財”」を基本理念に一人一人のポテンシャルを高め、
地域の雇用創出にも貢献しています

Contributing to the society by management of human resources based on 
esteem of individuality

The Don Quijote Group strives to raise the potential of  every member of  the staff  based on its basic philosophy:  "P eople 
are the wealth of  the company =  "human resources". B oth the full-time and the part-time employees are regarded as the 
source of  wealth of  the company. Our working environment enables employees to display their potential to the f ull, 
valuing individuality, sensitivity, and sense of  values of  each individual. W hen employees are trusted, this enhances our 
corporate and shareholder value, helping us make substantial contributions to the society.

私たちは、国籍や性別、学歴などを一切問わず、従業員の

能力・適正のみを考慮した公正で透明性の高い人事考課制

度を採用しています。また、従業員の生活の安定と成長こ

そが企業の成長エンジンであると考え、従業員個人の意思

を最大限に尊重した人事制度の構築を目指しています。

例えば「フリーエージェント制度」を利用すれば、従業員本

人が希望する職種、部署へ異動することができます。さらに、

「社内公募」など従業員の意思を反映しやすい制度を積極

的に導入することで、従業員の自己実現に向けた機会を提

供し、会社と個人が共に成長できる環境を整備しています。

ドン・キホーテグループで働く従業員数は、約２３，０００名、

その９割以上が店舗運営に直接関わる仕事をしています。

私たちの独自の店舗作りは、「顧客最優先主義」を基本理

念に、上司から部下へ、先輩から後輩へと受け継がれてい

ます。時代や地域社会の変化、来店されるお客さまのご期

待やご要望に対応して、従業員一人一人が感性を研ぎ澄ませ

て作り上げています。

新たに発足した「ヒューマン・モチベーション本部」を中心に、

アルバイト・パートを含む全従業員が、より働きやすい環境

で個人のスキルと感性をみがき、「地域社会になくてはなら

ない店舗」を運営する一員としての意識を高める取り組み

を進めています。

私たちは、出店地域に密着した店舗作りを心掛けており、

そこで働く従業員のほとんどは地元採用です。その地域で

生活する人々、街、行政、その全てに支えられています。

２０１２年７月１日から２０１３年６月末までに、全国で１６

店舗の新規出店がありました。全新店の運営に当たる従業

員数は１，２３１名（正社員・契約社員・アルバイト・パート

含む）で、その約８６％の１，０５９名が地元での採用者です。

私たち地域密着型の小売業が、地方行政の課題ともいえる

雇用創出に寄与できることには、大きな意味があると考え、

今後も地域採用を積極的に推進していきます。

日本国内のみならず、世界に目を向けた事業展開は、ドン・

キホーテグループにとっても大きなテーマです。ただ、私た

ちの店舗作りや品揃えは立地商圏ごとにきめ細かくローカ

ライズされており、それ自体が試行錯誤の中で培ってきた

独自のノウハウ、ナレッジです。マニュアル化が困難な、感

性を最大限に研ぎ澄ませて積み重ねてきたものです。

そのため、海外の展開もまず人財の育成から中期的な計画

のもとで行っています。２０１４年までに１２０名程度の留

学生採用を予定。２０１２年度採用の２９名（新卒２７名、

中途２名）も、入社後研修を経て店舗での現場経験や定期

的な集合研修を通じて、当社が創業以来磨き続けてきたビ

ジネスモデル、店舗コンセプトの習得に努めています。

●公正で透明性の高い人事考課制度 ●人財の活性化、従業員意欲向上への取り組み ●グローバル人財の採用と育成に力を入れています●地域の雇用創出に積極的に貢献

ミャンマー人留学生向け就職説明会。

入社３カ月後のグローバル人
財研修の様子。

2013年度　新卒採用入社式
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地球と共生する持続可能な企業活動を目指して、
節電と環境負荷低減対策

お客さまからの「ご指摘」「お叱り」「ご要望」は
全てが “リクエスト”

私たちは、お客さまからいただく「ご指摘」「お叱り」「ご
要望」などを“クレーム“ではなく、”リクエスト“と呼んでい
ます。これは、ご不満の解消で終わらせるのではなく、
次こそはご期待を上回るご満足をお届けしたい、との思
いからです。
一つのご意見の後ろには、お声を上げていない多くのお
客さまがいらっしゃることを認識し、従業員一人一人が常
にお客さまの視点に立った改善を心掛けています。

Being open for change, responding to the customers' opinionお客さまの声に全力でお応えする運動に取り組む さらなる節電と環境負荷低減を積極的に推進

＜電話でのご意見：２０１３年１月＞

店舗リニューアルの後は買い回りしやすくなり品揃えも豊富

で、便利に利用しています。ただ、トイレに綿ぼこりがある

など、せっかく綺麗になった店舗なのに残念だと思ってお店

に意見しました。その後、私がお伝えしたことに対して店長

をはじめ従業員の皆さんが迅速に取り組んで、改善されて

いることを知り、感激しました。これからもファンの一人と

して利用させていただきます。

＜メールでのご投稿：２０１３年６月＞

ある日、母乳パッドを切らしてしまい、ドン・キホーテなら

あるかなと思い来店しました。店員さんに尋ねましたが取り

扱いがなく、その日は諦めました。後日、別の買い物で行っ

た時に、母乳パッドが陳列されているのを見ました。私の

要望に応えていただいて、すごく嬉しかったです !　ベビー

フードや哺乳瓶まで販売されていました。もし旅行先で困っ

たら、真っ先にドンキを探します !　働いているママにとって、

スーパーが閉まっている時間に開いているお店があるのと

ないのとでは、全然違います。これからも利用させていた

だきます♪

私たちは、 地球温暖化やオゾン層破壊などの環境問題に対

し、地域の一員として様々な施策に取り組んでいます。たと

えば、電圧調整装置や超高性能高効率反射板、ＬＥＤ照明や

サイン、 節水器などの省エネ設備の導入などです。また、

産学一体となって実験を続けている「在館者数に応じた空調

制御と、コンセント単位のスケジュール制御を用いた、店舗

エネルギー管理の省エネ検証」 も、 そうした環境対策事業

のひとつです。

この施策は、２００７年度に独立行政法人 「新エネルギー・

産業技術振興開発機構（ＮＥＤＯ ※）」から、地球温暖化対

策の実証モデル評価事業として高く評価、認定されました。

この実験の成果によって、 同ＮＥＤＯより２００９年度および

２０１０年 度 「ＢＥＭＳ ※ 導 入 支 援 事 業 」 に認 定、 また

２０１１年度はＳＩＩ※ より認定され、東京・神奈川・埼玉等の

１９店舗でモデル事業の多店舗展開を進めています。２０１２

年現在、年間１,222ｔのＣＯ2 削減効果をあげています。

また、２０１３年６月現在、ほぼ全てのグループ店舗において、

蛍光灯や棚下灯、スポットライトを省エネ効果の高いＬＥＤ照

明に変更し、節電に努めているほか、包装資材のリサイクル

の推進に注力しています。

今後も環境負荷の少ない、持続可能な企業活動を目指して、

施策と改善を繰り返していきます。

※ＮＥＤＯ：新エネルギー・産業技術総合開発機構の略称。産官学の連携および、国
際ネットワークの活用で、エネルギー・地球環境問題の解決や産業技術の競争力強
化などを目指す独立行政法人で、日本最大の技術開発推進機関。
※ＢＥＭＳ（Building Energy Management System）：ビル全体のエネル
ギー消費量の削減を図るために、管理者が室内環境・エネルギー使用状況を把握
し、快適で機能的な室内環境を維持・管理していくためのシステム。
※ＳＩＩ：一般社団法人 環境共創イニシアチブ：Sustainable open Innovation 
Initiative（略称：SII）。環境・エネルギー制約および経済的社会的環境の変化から
生じる課題解決に向け、オープン・イノベーション等をもって、技術革新と市場創出
を主導することを目的とし、その実現のための事業を行っている団体。

Treating "indications", "reproaches", and 
"wishes" of the customers as "requests"

Power saving measures and recycling of 
packaging materials

At the Don Quijote Group, we see in "indications", "reproaches", 
a nd "wishes" of  t he cus tomers not  mere com pla in ts bu t 
"re q uests". And the reason for it is that we wish that every 
instance of  "discontent" is not merely resolved, but leads to 
customers'  satisfaction on the level even ex ceeding ex pectations.
W e feel that every opinion voiced is a sign showing that there 
are many more customers with the same opinion, who simply 
chose not to voice it, and every employee is always striving to 
f ind ways for new improvements f rom the customer' s point of 
view.

W e shall conserve energy, save power, recycle packaging 
m a t e r i a l s ,  a i m i n g  a t  s u s t a i n a b l e  b u s i n e s s  w i t h  f e w 
environmental impacts.

Actively promoting further power saving measures reducing the environmental impact

●お客さま「リクエスト」の例
　　　　　ドン・キホーテ八尾店(大阪府)

●お客さま「リクエスト」の例
　　　　　ドン・キホーテ新座野火止店（埼玉県）

▶地球温暖化対策実証モデル評価事業

人数カウントシステムと
連携した省エネ制御

1

空調、
照明スケジュール制御

3

ＥＭＳ統合管理サーバによる
店舗管理

4
店
舗
の
省
エ
ネ
制
御

コンセント単位制御に
電灯線通信適用

2

※当社実施実験に基づく推定計算値

実施前 実施後

11,500
t-CO2

11,000

10,500

10,000

9,500

9,000

8,500

8,000

▶実施前後の年間エネルギー使用量とＣＯ2 削減量比較

11,103 9,881

1,222t
削減量

11%減

お客さまのご要望にお応えし、清潔なトイレの維持に努めています。
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Continuing being a corporate citizen highly trusted by the society The Outline of Don Quijote Group社会から信頼される企業市民を目指して ドン・キホーテグループの概要

ドン・キホーテグループは、主力業態である総合ディスカ

ウントストア「ドン・キホーテ」と、ファミリー型ディスカウ

ントストア「ＭＥＧＡドン・キホーテ」を中心に、日本におけ

る本格的ホームセンターの草分け「ドイト」、総合スー

パー「長崎屋」などで構成されている企業集団です。

「ビッグコンビニエンス＆ディスカウントストア」を事業コ

ンセプトとする時間消費型小売業「ドン・キホーテ」を中核

企業として、「顧客最優先主義」を企業原理に掲げ、「地

域社会になくてはならない店舗」を目指し、事業に取り組

んでいます。

The Don Quijote Group is comprised of discount stores 
"Don Quijote" and family type discount stores "MEGA 
Don Quijote", which are the mainstays of the business, 
and other companies such as DOIT Co., Ltd., with its 
la rge-scale home cen ters, or Nagasakiya Co., Ltd. 
running general merchandise stores.  
The Group is centered on t ime consumpt ion re ta i l 
business "Don Qui jote" wi th i ts concept of  a "big 
convenience & discount store". Our main principle is 
"valuing the customers our utmost priority", and we 
co n d u c t  o u r  b u s i n ess  a i m i n g t o  beco m e a  "s h o p 
indispensable for the community." 

商号／株式会社ドン・キホーテ
代表者／代表取締役会長 兼 社長 兼 ＣＥＯ　安田 隆夫
設立／１９８０年９月５日
資本金／206億13百万円 
決算／６月３０日 (年1回)
社員数／2,708名
本社所在地／〒153–0042　東京都目黒区青葉台2–19–10

事業内容／家電用品、日用雑貨品、食品、時計・ファッション用
品、スポーツ・レジャー用品及びＤＩＹ用品等の販売を行うビッグコンビ
ニエンス&ディスカウントストア

＜家電製品＞オーディオ機器、ビジュアル機器、一般家電製品、
季節家電製品、通信機器等

＜日用雑貨品＞家庭雑貨品、紙綿製品、文具、大工用品、医薬
品、化粧品、インテリア用品等

＜食品＞加工食品、飲料、菓子、麺類、パン、乳製品、冷凍食
品、酒類等

＜時計・ファッション用品＞時計、宝飾、鞄、衣料、ブランド品、サ
ングラス等

＜スポーツ・レジャー用品＞スポーツ用品、自転車、カー用品、バラ
エティ商品等

＜ＤＩＹ用品＞工具・金物、木材・建材、塗料、住宅設備、ガーデニ
ング用品、エクステリア用品等

＜その他＞ペット用品等
＜自動車販売＞軽自動車
＜関連会社＞株式会社長崎屋／ドイト株式会社／日本商業施設

株式会社／株式会社リアリット／株式会社ディワン／アクリーティ
ブ株式会社／株式会社ドン・キホーテシェアードサービス／日本ア
セットマーケティング株式会社

＜会社概要＞

グループ業態別店舗数（2013年6月30日現在）

（2013年6月30日現在）

ドン・キホーテ

1８2店
ＭＥＧＡ

ドン・キホーテ

５6店

長崎屋

4店

ドイト

1３店

業態別店舗数合計（計255店）

文化事業・スポーツ振興への協賛／慈善団体への寄付活動

公益財団法人「新日本フィルハーモニー交響楽団」の法人

会員として、質の高い演奏活動を支援しています。昨年は、「宮

川彬良 vs 新日本フィルハーモニー交響楽団　コンチェルタ

ンテ・スーパー　チョー年越しコンサート 2012 → 2013」を

後援しました。

●新日本フィルハーモニー交響楽団を応援

経済的理由によって日本での修学

が困難な留学生に対し、 経済的な

援助を行う財団法人 「安田奨学財

団」 への寄付などを通じて支援し

ています。

●安田奨学財団へ寄付

2005 年２月に全島避難指示解除

になった三宅島の観光客誘致、 産

業復興を後押しするユニークなス

タイルの観光振興策として定期開

催されるバイクイベント「ＷＥＲＩＤ

Ｅ 三宅島」に協賛しています。

●三宅島　エンデューロレースに協賛

アマチュアレスリングの振興を目的

に開催されている全日本ビーチレ

スリング選手権大会を「ドン・キホー

テ杯」として後援しています。

●全日本ビーチレスリング選手権大会を後援

レジで募金された外国コインを、

発展途上国への人道支援を行って

いる国際協力ＮＧＯ「ケア・インター

ナショナルジャパン」に寄付してい

ます。

●ケア・インターナショナルジャパンへ寄付

日中友好の架け橋となるべく社会

貢献活動を行っている「日中交流

研究所」が主催する「中国人の日

本語作文コンクール」 に協賛して

います。

●中国人の日本語作文コンクールに協賛

特定の商品の売上の一部を、ピン

クリボン運動支援のため公益財団

法人日本対がん協会に寄付してい

ます。ピンクリボン運動とは、 乳

がん検診の重要性、早期発見、早

期診断、早期治療の大切さを啓発、

推進する世界規模のキャンペーン

です。

●ピンクリボン運動へ寄付

ピカソ、パウ、
essence、

ハワイ店を含む
ドン・キホーテ ホーム

センターを含む
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当グループでは、社会・環境活動への取り組みの詳細を「ＣＳＲ情報」としてウェブサイトにて開示しております。ぜひご利用ください。◎ＣＳＲ情報ホームページ www.donki.com/group/csr

発行部署：広報室
＜お問い合わせ先＞Ｅｍａｉｌ：ｐｒ＠ｄｏｎｋｉ．ｃｏ．ｊｐ

本社　〒153–0042　東京都目黒区青葉台2–19–10
TEL 03–5725–7532　FAX 03–5725–7322
www.donki.com/group

C O N T E N T S

Our mission to society

「顧客最優先主義」に徹した、事業活動と地域社会への貢献

Top Message

地域社会になくてはならない店舗であり続けたい

Overview of our activities

この街の一人として 全国に広がるドン・キホーテグループの社会貢献活動

Corporate Governance

コーポレート・ガバナンス、コンプライアンスの強化と体制

Information disclosure to our shareholders and investors

これまで以上にスピーディーで、密度の濃いコミュニケーション活動に力を注ぎます

Contributing to the society by utilizing diverse human resources

「人は会社の宝 = “人財”」を基本理念に一人一人のポテンシャルを高め、地域の雇用創出にも貢献しています

Being open for change, responding to the customers' opinion

お客さまからの「ご指摘」「お叱り」「ご要望」は全てが “リクエスト”

Actively promoting further power saving measures reducing the environmental impact

地球と共生する持続可能な企業活動を目指して、節電と環境負荷低減対策

Continuing being a corporate citizen highly trusted by the society

文化事業・スポーツ振興への協賛／慈善団体への寄付活動

環 境 負 荷 低 減 の た め に
「１００％再生紙」を使用しま
した。※用紙メーカー・王子
製紙(株)の保証マーク

内部統制システムに関して／コンプライアンスへの取り組み強化と意識の徹底／反社会的勢力排除
に向けた基本的な考え方、およびその整備状況

特別養護老人ホームへの出張売店／地域行事への積極的な参加／沖縄の海を守る活動への協賛／
ドイトの出張「木工作教室」／養護学校でのバザーに協賛／「堺市ウォーキングイベント」への協賛／
目黒川のお花見会／岩手県山田町と大槌町の仮設住宅・集会施設などへ、日用消耗品を提供／被
災地大槌町のお母さんたちに、刺し子の制作を依頼／就業体験「商育プロジェクト」の実施／目黒
区小型消防ポンプ操法演技発表会への参加／青少年の万引き防止キャンペーンへの参加


