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創業から貫き通してきたこと

　ドン・キホーテグループは、創業以来、お客さまのこ
とを一番に考え、行動することに徹し、ひたむきに「いい
店づくり」にまい進してまいりました。その結果、1号店
創業以来、26期連続増収営業増益を達成することができ
ました。これもひとえに、地域のお客さま、パートナー
さま※をはじめとするステークホルダーの皆さまのおか
げだと感謝しております。※お取引先のこと
　ここに至るまでの道のりは、決して順風満帆であった
わけではありません。時には、景況感の大きな変化の波
に飲み込まれそうになったこともあります。また、会社
の存続が危ぶまれるような事態に陥ったこともありま
す。しかし、どんな境遇にあっても当社グループが継続
して成長を遂げることができた最大の理由は、企業原理
に「顧客最優先主義」を掲げ、移ろいやすい顧客のニー
ズと要望に合わせて迅速に「変化対応」してきたことに
他なりません。だからこそ、お客さまと接する店舗ス
タッフに、商品に関わるほとんどすべての権限を委譲し、
お客さまの都合に合わせて「自ら考え、行動できる」組織
づくりに注力しています。

グループの持続的な成長を目指して

　今後も当社グループが、企業として成長し、未来永劫
輝き続けるためには、さらなる「変化対応力」の強化が必
要です。そのためには、「顧客最優先主義」を実践してい
くことはもちろんのこと、成長の源泉ともいえる「人財」
に重きをおき、「従業員のワーク・ライフ・バランスの実

現」や「働きがいのある職場づくり」にも積極的に取り組
むことが重要だと考えています。
　従業員一人ひとりが、お客さまから求められているこ
とをつぶさに観察し、やるべきことを考え、行動に移し
ていけば、自己実現につながるだけでなく、組織として
も強いグループになると確信しています。

社会とともに生きる企業として

　いま、私たちを取り巻く社会に目を向けてみますと、
少子高齢化、地方と都市部の地域格差、女性の活用、最
近では訪日外国人観光客の受け入れ体制の整備といっ
た、さまざまな課題が山積みになっています。当社グ
ループは、このような課題に対しても、従業員一人ひと
りが、事業活動を通じて地域社会に対して何ができるの
かを自ら考え、行動しています。例えば訪日外国人観光
客の対応では、店舗従業員の声から多言語での店内案内
やPOP表記が始まり、“爆買い”に対応するため、店舗か
ら空港への配送サービスを始め、さらには外貨での精算
サービスの開発に至りました。このように、「地域社会の
お役に立ちたい」という一人ひとりの従業員の知恵と情
熱が集結して店舗を動かし、店舗が動くことで会社を動
かし、やがては大きなうねりとなって社会全体をより良
くしていくための力となれると信じています。
　今後も引き続き、お客さまと向き合い、お客さまのた
めに尽くすことで、本業を通じた社会課題の解決に取り
組みます。そして総合小売グループ企業として、さまざ
まなステークホルダーの皆さまの期待に応え、企業価値
を向上させてまいります。

トップ
メッセージ

大原孝治

代表取締役社長
兼CEO

従業員一人ひとりの
知恵と情熱を集結し、

地域社会の発展とグループの
持続的な成長を目指します。
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　ドン・キホーテグループは、企業原理「顧客最優先主義」のもと、総
合小売グループとして、お客さまに買い物の楽しさやご満足を提供す
る「時間消費型」店舗の創造に努めています。
　CSR活動においても、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（私たちを取り巻く皆さま）に対する誠実な情報開示
はもちろん、お客さまや地域のために何を為すべきかを従業員一人ひ
とりが自ら考え、積極的に行動しています。

C O N T E N T S

CSR活動の
考え方

総合小売グループの事業活動を通じて
社会課題の解決と

企業価値向上に努めます。

お客さま

トップメッセージ ……  01

CSR活動の考え方 …  03

地域社会とともに ……  05

インバウンドの 
取り組み ………………  06

仲間とともに ……………  09

お客さまとともに ……  12

パートナーさまと 
ともに ………………………  13

環境への取り組み …  14

CSRマネジメント ……  15

株主・投資家の 
皆さまとともに ………  17

会社概要 …………………  18

Pick up

顧客最優先主義

社会とともに
成長します。

社会の課題に
取り組みます。

「顧客最優先主義」に徹した、事業活動と地域社会への貢献

対象期間　2014年7月～2015年6月
※一部期間の明記のあるものは除く

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

いつでも、生活に必要な
ものが、揃っている店舗。

便利さ

お買い物が、ワクワク・ド
キドキ、楽しくなる店舗。

楽しさ

従業員とともに、地域
社会で支持される店舗
づくりに努めます。

従業員一人ひとりが能
力と個性を発揮し、自
己実現できる環境を提
供します。

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。

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。

地域社会及び地球環境
への配慮を重視しま
す。

金融・ソリューション
リテール
（小売）

不動産賃貸・管理

店舗開発テナント賃貸輸入・卸売 事務オペレーション

広告プロモーション
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楽しいお買い物をサポートする
多様なサービスを提供

　ドン・キホーテグループは国内の95％の店舗で免税免許
を取得しています。言葉の壁解消のため、「ウェルカムク
ルー（外国人対応スタッフ）」を特に訪日客の多いフラッグ
シップ店舗に配置。さらに、ネイティブのスタッフによる
コールセンター「ウェルカムデスク」を設け、全店とiPad

のテレビ電話を介して、お買い物のサポートに24時間対応
します。また、大量購入をご希望の方に向け、人気の約250

商品を訪日前に予約できる「ウェルカム予約サイト」の開設
や、お買い上げになった商品をレジから空港に直送する
「空港配送サービス」なども完備しています。

国内初 !!
外貨 7通貨でのレジ精算サービスを開始

　通貨の対応も国際化に向けた重要課題です。ドン・キ
ホーテグループでは、「自国の通貨で精算したい」「日本円
を使い切りたい」という声に応え、流通量の多い外貨7通
貨でレジ精算ができるシステムを開発。2015年2月から訪
日客のご利用が多いフラッグシップ店舗でサービスを開始
し、5月からドン・キホーテ全店に導入しました。今後は、
地域の企業、小売店にも同様のサービスを提供していく予
定で、周辺エリアの活性化と、相互発展を目指します。

日本初の
「外客免税販売士」認定制度を創設

　2014 年11月、「外客免税コーディネーター（外客免税販
売士）」認定制度※を創設。全国に先がけ、震災で被災した
岩手・宮城・福島県から実施して、観光客の誘致や地元産
品の販促を後押しし、復興支援につなげていきます。

地域ぐるみでインバウンド需要を取り込み、活性化を推進
～ドン・キホーテグループの強みを活かして地域社会をサポート～

訪日外国人観光客（以下「訪日客」）の増加とともに、言語や通貨、通信、サービスに関する国内のインフラ整備が喫緊の課
題となっています。
ドン・キホーテグループでは2008年から訪日客向けのサービス強化に取り組んでおり、地元の企業、商店のインバウンド
ビジネスをサポートしながら、地域ぐるみで販促活動を実施しています。今後も地域社会や他企業との協業を深めながら、
ドン・キホーテ単独の「点」ではなく、周辺地域も巻き込んだ「面」で活動し、日本の観光立国推進に寄与します。

インバウンドの取
り組み地域社会とともに

ドン・キホーテグループは地域のお客さまのご要望にお応えするため、既存店のリノベーション（大型
改装）を積極的に行っており、施設全体の集客アップや活性化、雇用の創出にもつながっています。ま
た、自治体や商店街など地域の皆さまと協働し、店頭イベントの企画・運営、地域のイベントへの参加
など、地域振興の一助となれるよう取り組んでいます。

※訪日客の集客PRや接客などの専門知識
を体系的に身に付け、小売店の免税免許
取得や免税販売を推進できる人材を認定
する制度

ドン・キホーテ道頓堀店の
免税カウンター

コールセンター「ウェルカムデスク」

新横浜町内会の盆踊
りに当社マスコット
のドンペンも参加

地域の経営者と
個別商談

Pick up ›››

MEGAドン・キホーテ名古屋本店
鮮魚コーナー

MEGAドン・キホーテ名古屋本店こども広場

既存店のリノベーションを積極
的に行い、地域のお客さまのご
要望にお応えしています。例え
ば、2015年7月にオープンした
MEGAドン・キホーテ名古屋本
店。生鮮食料品や惣菜をライン
ナップに加え、休憩スペースや、
子どもの遊び場を設けるなど、
家族連れや中高年層のお客さま
も安心してお買い物ができる店
舗にリニューアルしました。

既存店のリノベーション
による地域貢献

ドン・キホーテグループは、地域商圏に合った個
店戦略を推進させるために「地域スポット商談
部」を設置しています。エリア別専任担当者が店
舗周辺地域の企業の皆さまと積極的に商談を行
い、地元にちなんだ商品の仕入れを行い、全国に
紹介・波及させています。

地域商材の開拓

ドン・キホーテならではの楽しさを提供し地域の活性化に貢献

店舗施設を利用したさまざまなイベントを企画・開催し、地域の皆さまにお楽
しみいただける場の提供を積極的に行っています。例えば、2015年7月には
MEGAドン・キホーテ古淵店店頭で相模原のご当地アイドルがパフォーマン
スを披露し、地域のお子さまも一緒に踊って楽しまれました。また同月行われ
た新横浜町内会の盆踊りにはドン・キホーテのマスコットキャラクター・ドン
ペンが参加し、会場を盛り上げました。

MEGAドン・キホーテ古淵店
店頭で相模原のご当地アイド
ルがパフォーマンスを披露
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「商育®」の取り組み

　ドン・キホーテグループは現場への「権限委譲」を徹底して
おり、従業員一人ひとりが商店主です。そこで、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、商売
を通して実感してもらいたいとの考えから、学習の機会を
「商育®」と名づけ、全国各地のドン・キホーテグループ店舗
で実施しています。
　2014年度も、小中学生を中心として幼稚園児から高校生ま
で、1,336名の皆さんにご参加いただきました。
　プログラム内容は申し込みを受けた店舗が独自で考えます
が、基本の考え方は同じです。「自分がお客さまなら、やって
ほしいこと」―。参加者の方々は、日常とは異なる学習環

境を楽しみ、真剣に取り組んでくださっています。
　一方、受け入れる側の従業員も、参加者の目を通して商売
の面白さや商売人としての誇り、使命感を再発見することが
でき、モチベーションの向上につながるという好循環が生ま
れています。

商売は、指示を待つだけでは成立しません。主語を「私」か
ら「お客さま」に置き換え、相手の立場になり、何を望んで
いるかを自ら考え行動することが求められます。そんな商
売の楽しさ、厳しさを子どもたちに伝え、職業観の形成に
少しでも寄与できたらと考え、商売を通じた学習の機会を
オリジナル造語で「商育®」と呼んでいます。
（登録番号第5103295号）

「商育®」について

地域社会とともに 

A

文化事業・スポーツ振興への協賛／
慈善団体への寄付活動

A  留学生を援助する安田奨学財団を支援
B  新日本フィルハーモニー交響楽団を応援
C  全日本ビーチ・レスリング選手権大会を後援

 中国人の日本語作文コンクールに協賛
 公益財団法人日本盲導犬協会を支援

2015年も「目黒川お花見会」を開催しました。これは、本社を
目黒区に移転して以来、目黒川沿いという立地特性を活かし
て、2010年から毎年恒例で行っているイベントです。地域の
老人ホームや児童福祉施設利用の皆さまなど、総勢約3,700

名をお迎えし、桟敷席で桜をご堪能いただきました。

目黒川お花見会を開催

ドン・キホーテ中目黒
本店は、特別養護老人
ホーム「青葉台さくら
苑」にて定期的に出張
売店を開いています。
入居者の皆さまにご要
望を伺いながら商品を
ご用意し、にぎやかな
POPとテーマソングによる演出のもと、入居者の方々にお買
い物を楽しんでいただいています。今後も、店舗の枠を超え
て、お買い物のワクワク・ドキドキ感を地域の皆さまに提供
していきます。

お買い物のワクワク・ドキドキ感をお届けする
出張売店を地域の施設で展開

ドン・キホーテグループは、地域の皆さまとともに、防災・
防犯意識の啓蒙にも取り組んでいます。例えば2015年2月に
は、東京消防庁の春の火災予防運動に協力し、浅草の商業施
設や町会の方々とともに、ドン・キホーテ浅草店を火災現場
と想定しての消防演習を実施しました。

地域の消防署・警察署と協働し、
防災訓練や防犯キャンペーンを実施

地域社会との取り組み

　ドン・キホーテグループのCSR活動の多くは、店舗が主体
となって、地域の町内会や商店街、警察署や消防署などと協
力し、店舗ごとに取り組んでいるものです。企業原理として

掲げている「顧客最優先主義」の精神は、CSR活動の根底に
もしっかりと流れています。今後も、小売業のリソースを活
かした地域社会貢献活動を積極的に行い、お客さまと地域の
皆さまとともに、豊かな社会の実現のために力を注いでいき
ます。

C

B
©okubo

春の火災予防運動に協力（ドン・キホーテ浅草店）　
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「人」にこだわる採用と育成
～人の可能性を引き出し、育てる“人財開発”を目指して～

1

客さま視点の店づくりとは何か」を肌で感じることのできる
イベントです。この職業体験を通じて、学生たちに商売の醍
醐味を伝え、未来の人財育成につなげていきたいと考えてい
ます。

未来を担う学生に、店舗経営の面白さを
体験してもらうインターンシップ

　ドン・キホーテは、若者の職業観育成に貢献すべく、学生
を対象としたインターンシップを行っています。これは、ド
ン・キホーテが商店街の一角を店舗スペースとして借り、学
生が実際に店舗運営を行うという6日間のインターンシップ
です。品揃え、売値、陳列などまですべて学生たちが決め、
チームごとに売上、粗利額、在庫金額、店舗の最終利益 

（Ｐ/Ｌ）を競い合います。自分の考えた店づくりがお客さまに
どう評価されるか、毎日、結果が出る小売業の面白さ、厳し
さを体感することでドン・キホーテグループが得意とする「お

インバウンド事業や海外事業を強化するため、グローバルリーダー
の通年採用を行っています。卒業時期の異なる海外の優秀な新卒者
を国籍・性別・経歴を問わず採用・育成し、事業の国際化に貢献し
ます。

グローバルリーダー（外国人幹部候補）の通年採用

店舗業務の基礎的ノウハウを冊子と動画にまとめた業務手
引を活用しています。基本業務を「見える化」して効率化を
図る一方で、「顧客最優先主義」を実践するため「自ら考え、
行動する」ことに時間をより一層割けるようにしています。

セオリーブックの整備

独立心が旺盛な人財を良しとする企業文化のため、退職者
の再雇用を積極的に行っています。外の世界でチャレンジ
し、学んだ知識や経験を活かし、これまでにはなかった新
しい視点・視野で活躍している従業員も多数います。自社
以外の“異文化”を貪欲に受け入れ、会社の成長につなげ
られる、多様性を認め合う社内風土を醸成しています。

“出戻り”社員（再雇用）の受け入れ

◯会社と従業員の未来を同時につくる、新しい育成プログラム、雇用施策

店舗づくりの現場を肌で体験する学生たち

いをつけるということではなく、仕事も頑張り、生活や家庭
にも満足しているという両者の充実による相乗効果が重要な
のです。
　また、企業原理の「権限委譲」という言葉も、もともと本部
が持つ権限を下に譲るという意味ではありません。現場が裁
量できる権限を自ら増やしていく、つまり、権限の総量を制
限するのではなく、それぞれがポテンシャルを発揮し、総量
を増やしていく、という考え方です。
　このように、ドン・キホーテグループに根付いた経営理念
を従業員に深く浸透させ、当社独自の人財開発、育成をして
いきます。

ドンキ流 “ワーク・ライフ・バランス” とは、
ワークもライフも両立させること

　人財プログラム、人事制度の企画・開発にあたり、ドン・
キホーテグループは、「相並ばない二択を安易に受け入れず、
両立させる知恵を絞れ」という考えを念頭に置いています。
この意味は、何か相反する課題に直面した時に、“どちらかを
取る”あるいは“トレードオフを受け入れる”のではなく、“両
方を同時にクリアすることを考えよう”というものです。
　例えば、「“ワーク・ライフ・バランス”の実現」に積極的に
取り組んでいますが、これもワークとライフ、両者の折り合

仲間とともに
ドン・キホーテグループは、正社員・パート・アルバイトといった雇用形態を問わず、従業員はすべ
て会社の「財産」と捉え、人財と呼んでいます。雇用の偏りや不平等をできる限り解消し、人財の個
性やポテンシャルを引き出す採用に注力するとともに、一人ひとりがモチベーションを高く持ち、仕
事に対する満足度を向上していけるような環境づくりに取り組んでいます。

し、チャンスを拡げていく取り組みです。
　ドン・キホーテグループの企業原理である「顧客最優先主
義」を追求していくうえで最も重要なのは「人」であり、「人」
の持つ創意工夫の力こそが当社グループの競争力の源泉で
す。それを世の中に示す意味でも、履歴書を完全撤廃し、応
募者との個別面接により、その人物の「個性、意欲、未来に
向けた意志」を見極める採用活動を実践していきます。

真の「人物重視」の採用を目指し、
新卒採用より履歴書による選考を撤廃

　2015年の新卒採用から、選考の全過程で履歴書の完全撤
廃を実施しています。これは、従来からのポリシーである「人
物重視の採用」「多様性のある採用」をより明確にしたもの
で、履歴書だけではわからない応募者のポテンシャルに着目

次世代リーダーの育成
ネクストリーダーミーティング／
ジュニアリーダーミーティング

ネクストリーダーミーティングは、次世代リーダーの候補となる人が
次のキャリアに進むうえで、明確なゴールイメージを描き、その実現
に必要な能力・経験・知識・意識を強化するための面談方式の教育・
育成プログラムです。ジュニアリーダーミーティングは、10年後、20

年後の経営トップになりうる若手人財の発掘を目指しています。



ドン・キホーテグループ社会・環境活動報告書 2015 ドン・キホーテグループ社会・環境活動報告書 2015
1211

フト体制も設けています。また、やむを得ない理由で退職す
る従業員には「ウェルカムバック（再雇用を歓迎する）カー
ド」制度を適用するなど、社会構造の変化により求められる、
柔軟で弾力性のある働き方を提案しています。

メイト専用社内報を発行し、交流の場を提供

　メイト専用社内報「ヒューモチタイムス」では、メイト自身
の投稿や写真、店長インタビューなどを掲載し、メイト同士
のつながりや連帯感を醸成しています。また、普段、表舞台
に出ることのないメイトたちのひたむきな姿や、知られざる
スキルにスポットライトを当てるイベントも実施し、一人ひ
とりのモチベーションアップにつなげています。

柔軟で弾力性のある働き方ができる環境整備

　働く時間帯や時間数に制限があるシニア層や主婦層に向け
て、「朝の3時間で週に2～3回程度」といった短時間勤務のシ

従業員のモチベーション向上が活性化の基盤
～従業員一人ひとりを輝かせるために～

左）レジスタッフにスポットを当てた「レジスター★1グランプリ」
右）店舗づくりを陰から支えるシニアスタッフたち

店舗が混雑する夜間帯でもお客さまからのリ
クエストに対応できるよう、フリーダイヤルの
コールセンターを設けています。 また、特にお
問い合わせが多い家電製品は、専門スタッフが
お客さまの質問にお答えする無料電話相談
サービス「家電ソムリエ」を設け、商品の疑問
や質問にお応えしています。

店舗に対する評価を集める仕組
みを拡充しています。店内に専
用はがきを設置し、お客さまの
生の声を収集。ホームページの
各店舗ページからも「リクエス
ト」を簡単に送信していただける
よう、アンケートフォームをご用
意しています。一人ひとりのお客
さまの声を真摯に受けとめ、改
善に努めています。

お客さまの要望に沿った店づく
り、品揃えを徹底しています。店
舗で扱ってほしい商品のご希望
に迅速にお応えしているほか、
店舗やホームページで商品に関
するアンケートを実
施し、ご要望の商品
の入荷・取り扱い
を始める際にお知
らせしています。

2014年から開始した電子マネーサービス「majica」をご利用い
ただいたお客さまに、majicaご利用通知メールをお送りし、携
帯電話やスマートフォンから店舗へのご意見や評価をいただく
取り組みをスタートしました。いただいた貴重なご意見はお客
さまの満足度向上のため、サービス改善に利用しています。

店舗のサービスレベルを評価する方法のひとつとして、覆
面調査を行っています。全国の店舗に外部調査員を派遣
し、店舗の接客レベル、店づくりについて客観的に評価。
評価結果を各店舗にフィードバックし、サービス改善に役
立てています。

　ドン・キホーテの社長（当時）から「店を支えてくれている
のはメイトさん。メイトさんたちがモチベーションを高く持
ち、イキイキと働ける環境にしてほしい」とお題をもらい、専
門部署が発足しました。私自身メイト出身ですが、自分を顧
みたとき、やる気が高まったのは店長と良好なコミュニケー
ションが取れていたときです。メイトさんたちを元気づける
には、まずメイトさんたちを導く側の店長の意識改善を図り、

メイトさんたちと積極的にコミュニケーションを取ってもら
うことが必要だと考えました。
　そこで、2014年から、店長が集まり、悩みや課題を共有し、
コミュニケーション力を高める場「店長サミット」を実施して
います。これまで、横のつながりが薄かった店長同士が、互
いに本音を話し合う機会となり、それぞれが自身の課題や目
標に気づき始めています。
　人は誰一人同じではありません。ある人には伝わる言葉で
も、別の人には通じないこともよくあります。店長は一人ひと
りの「個」を見てマネジメントをしていくことが大切です。店
長自身も自分の個性に気づき、メイトの個を大切にすること
が、皆がイキイキと働く環境につながると思います。

「“個”を大切にすることが
イキイキと働ける環境をつくる」
ドン・キホーテグループ
（株）ヒューマンモチベーション・ディライト
社長
田中眞美

2 お客さまとともに
ドン・キホーテグループは、「顧客最優先主義」を企業活動の基盤とし、すべての従業員にその浸透
と徹底を図っています。お客さまからの声はすべて「リクエスト」と呼び、積極的に集める施策を展
開。さらにいただいたリクエストを迅速に店舗運営に反映させる仕組みを設けています。そうするこ
とで、お客さまによりお買い物を楽しんでいただき、お客さま満足度の向上を目指しています。

ドン・キホーテグループは正社員とメイト（パート、アルバイト）約3万人を対象に、
働き方や職場での人間関係を見直し、意欲の向上につなげることをミッションとしています。

さまざまなお問い合わせに
対応する「コールセンター」

お客さまの
生の声を集める
「リクエストはがき」

「商品アンケート」
による
品揃えの改善

仲間とともに

携帯電話で気軽にご意見をいただく
店舗総合評価システム「スターズ」

外部からの評価を店舗に
フィードバックする覆面調査を実施
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共栄会の取り組み

　パートナーさまと強固な協力関係を築くことが、厳しい市
場環境を勝ち抜く競争力になるとの考えから、双方の対等な
立場での共存共栄を目指して結成した会員組織が「共栄会」
です。パートナーさまの企業体力の維持・向上が「顧客最優
先主義」の品揃えを可能にし、お客さまの満足につながるとい
う考えのもと、経営支援やお取引サポートを行っています。

省エネへの取り組み

　ドン・キホーテグループは、持続可能な社会の実現のため
に、地球環境に配慮した事業活動を推進しています。例えば、
店内の在館者数に応じて空調温度を自動制御する「エネル
ギー管理システム」を14店舗に導入し、CO2削減に取り組ん
でいます。これにより2014年7月～9月の3カ月間では、14

店舗合計で12,736kWの電力を削減しました（下表）。
　また、グループ店舗の店内蛍光灯にはすべてLED照明を導
入済みです。

訪日客に向けた熱中症予防の声かけを
ドン・キホーテの店内動画で実施

　一般社団法人日本エンパワーメントコンソーシアム（JEC）
が総合運営事務局を務め、環境省と官・民一体で行っている
「熱中症予防声かけプロジェクト～ひと涼みしよう～」の活動
に参加しました。訪日客が多く来店するドン・キホーテだか
らこそできることとして、英語・中国語・韓国語・タイ語の4

カ国語で熱中症の予防を呼びかける動画を制作し、ホーム
ページならびに旗艦店の店内モニターや店外大型ビジョンで
放映しました。
　2020年のオリンピックを見据え、増加する訪日客が安心・
安全に観光を楽しめる環境づくりにも力をいれていきます。

環境への取り組み
持続可能な社会を実現するために、環境負荷の少ない企業活動を目指し、改善に取り組むことが社会
的使命であると捉えています。ドン・キホーテグループは、地球環境に配慮した事業活動を推進する
のはもちろんのこと、流通小売業としてのリソース（資源）やスキル（能力）を活かしてできる運動に
も積極的に取り組んでいます。

パートナーさまとともに
地域社会に求められる店舗を実現するためには、パートナーさまと協力し、安心・安全・高品質な商
品を、驚きの安さで提供することが不可欠です。「共栄会」の活動や、新規取引先開拓のためのビジ
ネスマッチングへの積極的な参加など、パートナーさまと安定的で継続的な関係構築に向けたさま
ざまな取り組みを行い、地域社会への貢献につなげています。

店舗名 削減量
7月～9月（kW）

環七江戸川店 222 

環七方南町店 1,010 

中野駅前店 1,224 

環八世田谷店 240 

青戸店 153 

伊勢崎店 1,158 

所沢宮本店 1,716 

千葉中央店 1,322 

幕張店 280 

店舗名 削減量
7月～9月（kW）

瑞穂店 942 

府中店 500 

日ノ出町店 481 

MEGA
ドン・キホーテ
厚木店

2,277 

MEGA
ドン・キホーテ
古淵店

1,211 

合計 12,736 

取引のあるパートナーさまがブースを構え、
全国のドン・キホーテグループ店舗のバイ
ヤーが来場する展示会方式の商談会を、年1

回開催しています。出張費や時間をかけずに
現物で商品を提案することができ、パート
ナーさまにもご好評をいただいています。
2015年3月に実施した「第3回情熱祭」には
117社がご参加くださいました。

ドン・キホーテグループ
特別合同商談会「情熱祭」

「エネルギー管理システム」導入による
電力使用量削減実績

パートナーさまの声
株式会社あらた　代表取締役社長
執行役員　畑中伸介氏

　パートナー総会では、ジャンルも規模も異なる
取引先を一堂に集め、共栄会を通じて「一緒にメ
リットを追求しよう」という提案をはっきり打ち
出した内容が大変新鮮でした。ドンキさんは単品
取引でも大事にしておられるので、いろいろな業
者から、いろいろな商品を仕入れることができ、
他の小売店にはない品揃えを実現できているの
だと思います。
　今後も需要創造に向け、ともに取り組み、成熟
した日本の消費を活性化していきましょう。

ドン・キホーテ
グループ
「パートナー総会」

「共栄会」概念図

パートナーさまとの共存共栄

商品提案・供給のご協力

スケールメリットを活用したコスト削減サービス
お取引環境の向上

お取引
パートナー
企業さま

お
客
さ
ま
の
満
足

集
客
・
販
売
増
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CSRマネジメント
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・透明性を確保しています。事業活
動ではお客さまに近い店舗従業員に大幅な権限を与えているため、一人ひとりが高いモラルと意識
を持ち続けるための環境づくりが必須です。さまざまなアプローチを通じて、リスクを未然に防ぐた
めの取り組みと、起きてしまった場合の早期対応体制を構築しています。

企業理念の浸透

　経営者自らの強いイニシアチブにより、企業理念集「源流」
の遵守と浸透を目的として「源流推進室（現・源流推進委員

会）」が設置されたのは、2014年3月のことでした。以来、企
業原理「顧客最優先主義」に基づく経営理念や行動規範に
則った永続的な経営を目指し、ドン・キホーテグループの全
社員を対象に国内外各地で研修や試験を行っています。

リスクマネジメント

　ドン・キホーテグループは、店舗を災害から守るパド・リー
ダー（防災対策リーダー）※を店舗ごとに選出し、2014年7月
から全国に導入、運用しています。これは、パド・リーダー
に任命された店舗スタッフが中心となり、店舗全員の防災知
識と意識、店舗の防災対策向上を図る取り組みです。パド・

リーダーは、毎日の防災点検を実施するだけでなく、自店舗
特有の防災課題を抽出し、店長と協力し合いながら、解決策
を考案、運用し、日々活動しています。これらの取り組みが、
従業員一人ひとりの高い防災意識につながっています。今後
も、お客さまはもとより従業員にとっても安心・安全な店づく
りに励んでいきます。

コンプライアンスの取り組み強化と意識の徹底

　ドン・キホーテグループは、すべてのステークホルダーか
ら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
アンスであると考えます。そこで、法令違反等の通報窓口と
して「コンプライアンスホットライン」を、法令違反につなが
る事象の早期発見と多様化する従業員の悩みの解決を図るた
め「従業員お悩み相談センター」を設置しています。

◯コーポレート・ガバナンス体制

コンプライアンス委員会

従業員お悩み
相談センター

コンプライアンス
ホットライン
（社内窓口）

コンプライアンス
ホットライン
（社外窓口）

連携 連携

連携

相談相談
従業員

各部門及びグループ会社

選任・
解任

選任・
解任

選任・
解任

監査・指導

監査

報告・
提案

パド・リーダーを中心
に行われる防災訓練の
様子

※パド（PAD）は、防災（protection against disasters）の頭文字

（2015年9月25日現在）

社員やメイトに配布される企業理念集と
海外研修の様子

会計監査人

株主総会

コンプライアンス
事務局

コンプライアンス
委員会

CCO

内部監査室
報告

監査役会（4名）
〈うち、社外
監査役2名〉
【経営監視】

連
携

報
告

報
告

報
告

指
示

教
育
・
推
進

選
定
・
解
職
・
監
督

監
査

取締役会（5名）
〈うち、社外
取締役2名〉
【経営・監督】

代表取締役
（CEO）
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決算説明会

事業展開をより広く、
より迅速にお伝えするために

　ドン・キホーテグループは、ドン・キホーテ1号店創業以来
26期連続で増収営業増益を達成しました。小売業を取り巻く
環境はますます厳しさを増す中で、オンリーワンの成長企業と
して事業展開の加速が期待できますが、今まで以上にスピー
ディで誠実な情報開示に努め、長期的な視野に立った安定成
長の基盤を確立していきます。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だけでなく、メディアとの直接
コミュニケーションに重点を置き、記者発表会や内覧会など
で新規出店・新業態創出などの営業展開をお伝えしています。

商号 株式会社ドンキホーテホールディングス

代表者 代表取締役社長 兼 CEO　大原孝治

設立 1980年9月5日

資本金 222億 27百万円（2015年6月30日現在）

決算 6月30日（年1回）

社員数（連結） 6,029名（2015年6月30日現在）

本社所在地 〒 153-0042　
東京都目黒区青葉台 2-19-10

事業内容
グループ会社株式保有によるグルー
プ経営企画・管理、子会社の管理業
務受託、不動産管理等

会社概要
ドン・キホーテグループは、純粋持株会社「（株）ドンキホーテホールディングス」のもとに、国内リ
テール事業「（株）ドン・キホーテ」、「（株）長崎屋」、「ドイト（株）」、テナント賃貸事業「日本商業施
設（株）」、不動産賃貸・管理事業「日本アセットマーケティング（株）」及び金融・ソリューション事
業「アクリーティブ（株）」などで構成されている企業集団です。

株主・投資家の皆さまとともに
ドン・キホーテグループは、株主・投資家の皆さまとの適切なコミュニケーションに重点を置き、IR

（投資家向け広報）活動において、「公正で積極的、かつタイミングよく適切な情報開示」を基本コン
セプトに、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」の発行などを行い、さらにメ
ディアを利用したリレーション活動を積極的に展開しています。

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

IRカレンダー35期（2014年7月1日～2015年6月30日実績）

・決算短信（四半期ごと／日英版）
・業績説明資料（四半期ごと）
・株主通信（半期ごと）
・有価証券報告書（年次ごと）
・四半期報告書（四半期ごと）
・内部統制報告書（年次ごと）
・アニュアルレポート（日英版）
・CSRレポート

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

※情報の詳細は、ウェブサイトにてご覧ください。
http://www.donki-hd.co.jp/ir/

7月 9月 11月 1月 3月 5月8月 10月 12月 2月 4月 6月

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）

定時株主総会開催

有価証券報告書提出

期末配当金支払開始

株主通信発行 アニュアルレポート発行 株主通信発行

中間配当金支払開始

投資家へ店舗戦略
を説明

ドン・キホーテ
 グループの
 事業領域

PPI:Pan Pacific International　DRM:ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント

MARUKAI
Don Quijote USA

海外リテール事業 海外リテール部門

広告・販促
プロモーション事業

広告
プロモーション部門

国内リテール事業 国内流通・リテール部門

リアリット
ジャパンインバウンドソリューションズ

ヒューマンモチベーション・ディライト
ドン・キホーテシェアードサービス

ドイト
長崎屋
ドン・キホーテ
ジャストネオ

日本商業施設
ディワン
日本アセットマーケティング
アクリーティブ

輸入・卸売業

テナント賃貸事業

金融・ソリューション事業 金融サービス部門

店舗開発事業
不動産賃貸・管理事業

事務オペレーション機能会社 オペレーションサポート
部門

不動産部門

PPI HD

ドンキホーテ
ホールディングス DRM
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当社グループでは、社会・環境活動の詳細を「CSR情報」としてウェブサイトに開示しております。ぜひご覧ください。
http://www.donki-hd.co.jp/csr/


