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ガバナンス体制

「顧客最優先主義」の追求
［ 便利さ ］
Convenience
いつでも生活に必要なものが揃っている
店舗

［ 楽しさ ］
Amusement
お買い物が「ワクワク・ドキドキ」楽しくな
る店舗

［ 驚きの安さ ］
Discount
感動を与える「絶対的」な価格と価値の商
品がある店舗

事
業
活
動

CSR活動の
考え方

総合小売グループの事業活動を通じて   地域社会に貢献し、
社会課題の解決と新たな社会的価値の   創造に貢献していきます
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便利さ・安さを提供する店づくりを使命とし、
事業活動を通じたさまざまな取り組みにより地域社会に貢献していきます。

仲間
（従業員）

イキイキと働ける
職場環境の実現

地域社会・環境
地域密着・環境に
やさしい店舗の実現

お客さま
地域社会から

必要とされる店舗の実現

パートナーさま
（お取引先さま）
対等な立場で
共存共栄の継続

株主・投資家さま
継続的な成長による
安定的な利益還元ステーク

ホルダーとの
共存共栄
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「顧客最優先主義」のさらなる深化により
中期戦略「ビジョン 2020」を実現

　私たちドン・キホーテグループは、ステークホルダー
の皆さま方のご支援・ご支持のもとで個店戦略と権限委
譲を推進し、「顧客最優先主義」にもとづいた店舗運営を
進めた結果、28期連続増収営業増益を達成することがで
きました。中期の経営目標としては、東京オリンピック・
パラリンピックが開催される予定の2020年を達成年度
とした「ビジョン2020：売上高1兆円、店舗数500店、
ROE（株主資本当期純利益率）15％」を掲げています。
　私たちを取り巻く環境は日々刻々と変化し、少子高齢
化、過疎化、グローバル化、格差社会化が進展する一方
で、IoT・ビッグデータ・AIといった情報革新などにより、

お客さまのライフスタイルや価値観の多様化が進んでい
ます。当社グループもこのような変化に迅速に対応すべ
く、従業員一人ひとりが「お客さまのためにできること」
を考え抜き、既成概念や成功体験にとらわれない創造的
破壊を繰り返しながら、「ビジョン2020」の達成に向け、
お客さまに喜ばれる店舗づくりを推し進めています。

従業員が自己実現できる
職場環境の追求

　お客さまにご満足いただける店舗づくりのためには、
店舗で働く従業員が自己実現できる職場環境の構築が
大前提です。従業員の多様なライフスタイル・価値観に
応えるべく、ワーク・ライフ・バランスを重視した職場
環境を目指し、さまざまな社内プロジェクトチームが結

成されています。シニアスタッフの積極活用や女性従業
員の働き方支援、従業員用保育施設の設置など、働きや
すい環境づくりの構築に向けて全社を挙げて取り組んで
います。

ダイバーシティの推進と
社会課題の解決

　今期スタートした取り組みの一例として、渋谷区が掲
げるダイバーシティ型街づくりに賛同し、性的マイノリ
ティを含むすべてのお客さまに配慮した「オールジェン
ダートイレ」をMEGAドン・キホーテ渋谷本店などに導
入しました。
　また、育児と仕事の両立を支援するため、事業所内保
育園を関東エリアの5店舗に開園しました。さらに地域
の待機児童問題解消の一助となるべく、認可保育園の運
営実績があるパートナー企業さまと協力し、MEGAドン・
キホーテ大森山王店内に一般のお子さまが入園できる認
可保育園も開園しています。

イノベーションの追求により
さらなる企業価値向上を目指す

　今後も当社グループ企業やパートナー企業さまと協力
し、地域社会への商品供給、雇用の創出、新規出店によ

る地域活性化などに寄与していきます。
　中核となる国内外のリテール事業をはじめとした当社
グループの多岐にわたる事業を通じ、常にイノベーショ
ンを追求しながら時代とともに変化する社会課題への解
決方法を見い出していきます。さまざまなステークホル
ダーの皆さまに末永く支持される企業グループを目指
し、さらなる企業価値向上に努めてまいります。

トップ
メッセージ

大原孝治
代表取締役社長 兼 CEO

変化する社会課題に
柔軟に対応できる組織体制を構築し、
イノベーションを起こし続ける
企業グループを目指します



　ドン・キホーテグループは地域社会のインフラを支える企
業として、総合小売事業のリソースを活かした地域貢献に取
り組んでいます。例えば、ダイバーシティ型の街づくりに貢

献する新しい店舗スタイルの創造や、自治体や商店街の皆さ
まとの協働による地域活性化施策の企画・運営、災害時にい
ち早く商品をお客さまにお届けする体制の構築など、地域社
会の課題解決の一助となるよう、本業の強みを活かした取り
組みを行っています。

　2017年5月、東京・渋谷で18年間ご愛顧いただいた「ドン・
キホーテ渋谷店」を閉店し、幅広い世代に愛される店舗を目指
し、同店のほど近くに「MEGAドン・キホーテ渋谷本店」として
生まれ変わりました。都心エリア最大級の売り場には、トレンド
を意識した個性豊かな商品群に加え、渋谷エリアの食品スー
パー不足を補うため生鮮食品を新たに導入。シングル層だけで
なく、ファミリー層や地域の飲食店の方々など、オールター
ゲットの多種多様なニーズに 24時間お応えできる「進化型旗艦
店舗」となっています。また、渋谷エリアにさらに人を呼び込む
ための集客装置となるような店舗を目指し、渋谷区観光協会推
奨のお土産の先行発売や新しいシンボル「手招きハチ」像の設
置などのさまざまな試みにより、国内外のお客さまに渋谷の魅
力を存分に発信していきます。お客さまにお買い物のワクワ
ク・ドキドキを提供するとともに、地域とのつながりを深め、街
全体の活性化に寄与していきます。

渋谷の魅力を発信する進化型旗艦店舗が誕生
「MEGAドン・キホーテ渋谷本店」

本業の強みを活かした地域貢献

左／土産コーナー　右上／店舗外観　右下／青果コーナー

ハチ公やモヤイ像など渋谷の名所、名物をモチーフとした
クッキーやケーキなどの渋谷区観光協会推奨のお土産を先行
発売。また、渋谷本店の新しいシンボルとして店頭に「手招き
ハチ」像を設置。国内外から渋谷を訪れる観光客に、渋谷の
魅力を発信します。

渋谷土産「渋谷ハチ公の
まんまる肉球
ベイクドショコラ」

渋谷センター街側入り口に「手招
きハチ」像を設置

渋谷の新名物を創造し、
国内外に発信

お子さま連れやお身体の不自由なお客さまにもご利用いただ
ける多目的トイレのほか、性自認のいかんにかかわらず、どな
たでもご利用いただけるオールジェンダートイレを店内に設
置。渋谷区が推進するダイバーシティな街づくりにも貢献し
ます。

目指せダイバーシティな街。
オールジェンダートイレを設置

「MEGAドン・キホーテ渋谷本店」の新たな取り組み地 域 活 性 化

「生鮮食品を扱ってほしい」という地域の皆さまの声にお応え
し、大田市場から毎朝仕入れる野菜や、神戸牛や有機農産品と
いったこだわりの生鮮食品、店内調理のできたて惣菜などを新
たに導入しました。若者だけでなく、ファミリー層や中高年、地
域の飲食店の方々にも広くご利用いただける店舗づくりを目指
します。

地域の皆さまの声にお応えし
生鮮食品を新規導入

銀座や新宿などと比べ、渋谷は街中
で買い物する訪日客が少ない傾向に
ありました。そこで自治体や地域の
商業者と一体となり、渋谷に多くの
訪日客を誘致するためのさまざまな
施策を実施しています。新たなサー
ビスとして6月29日から、渋谷本店
をはじめ、北海道から沖縄まで国内
のドン・キホーテ37店舗で、中国人
観光客向け決済サービス「WeChat 
Pay（微信支付）」※に対応しました。
（※12ページ参照）

さまざまなインバウンド施策で
訪日客を渋谷へ誘致

7月3日に渋谷本店で行
われたWeChat Pay導入
の記念式典の様子

左／オールジェンダートイレ　
右／店舗でのLGBT※研修の様子（※10ページ参照）

ドン・キホーテグループは、地域との共存共栄を目指し、地域社会に寄り添ったCSR活動を各地で展開して
います。自治体や商店街の皆さまと協働した地域活性化施策の企画・運営、防災・防犯活動への参加、災害
からの復旧支援など、地域社会の課題解決に力を注いでいます。

地域社会とともに1_

65



　MEGAドン・キホーテ八千代16号バイパス店では、毎週水曜に「やちよ元気体操の会」を
実施しています。この体操は、八千代市が転倒予防を目的に考案したオリジナル体操です。
毎回40名以上の方が集まって元気に体操されています。

地域コミュニティ形成やシニアの健康な毎日をお手伝い
「やちよ元気体操の会」

　ドン・キホーテオリジナル入浴剤「温泉ソムリエが選んだ
秘湯」は、伊豆・河津温泉などの温泉地とコラボしたアソー
トパックで、2013年の発売からすでに20万個以上販売して
いる人気商品です。2017年1月14日、河津町の地域活性化
や発展に寄与するべく、中目黒本店の店頭で「河津町フェ
ア」を開催。河津町の特産品の販売、バルーンアートショー
や河津産カーネーションのプレゼントなどが行われました。
また、河津町との交流の一環で、河津桜まつりの協賛企業の
代表として2月10日に行われた記念植樹に参加。当日は好
天に恵まれ、樹齢3年、高さ2mの苗木が植えられました。

伊豆・河津町で桜の記念植樹

　2010年から毎年恒例となっ
ている「目黒川お花見会」。2017
年3月末から4月初めにかけて
の約10日間で、地域の老人ホー
ムや町内会の皆さま、パート
ナーさまなど、合計約4,000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

ハロウィン時期のゴミ問題、
更衣室不足など
社会問題解決の一助に
●更衣室・トイレを提供
　ハロウィン期間中の社会問題対策として、2015年から
渋谷の期間限定店舗で更衣室やトイレを設置。
　2016年は特設のハロウィンフェス会場の2階フロアの
一部をコスチュームの着替え場所として提供しました。
また、渋谷区が共催する「ハロウィンごみゼロ大作戦 in
渋谷」に協賛し、クリーンな街づくりに協力しました。

●マナーを守ってクリーンなハロウィンを
　ハロウィン時期の公道へのゴミの散乱も大きな問題と
なっています。そこで、ハロウィンの時期に本社従業員
も加わった清掃チームを結成し、最も人出の多い渋谷駅
周辺を中心に、毎日清掃活動を行いました。ハロウィン
の楽しい雰囲気を壊さないよう、趣向を凝らしたコス
チュームの従業員がゴミを集める姿に、近隣店舗の方や
警察官から多くの労いの言葉を
いただきました。また、ハロウィ
ン翌日は、渋谷と大阪・ミナミで
一般社団法人主催の清掃活動
「GOMIファンタジスタプロジェ
クト」に参加し、地域の方々と協
働でゴミ拾いを行いました。

TOKYO CENTRAL（日本食専門ストア）で食育イベントを開催
　米国・カリフォルニア州のMARUKAIは、飢餓
と肥満や生活習慣病の解消に取り組む社会貢献運
動「TABLE FOR TWO」に賛同し、ヘルシーな日
本食を伝えるワークショップ「おにぎりで世界を
変えよう」を、ロサンゼルスのTOKYO CENTRAL
（MARUKAIの日本食専門ストアチェーン）West 
Covina店内で開催しました。
　米国では日本食に対する関心が非常に高く、開
始前からエプロンをして待ち焦がれるお子さま
も。親子ともに初めてのおにぎり作りに感動され
たようです。

TOKYO CENTRAL通販サイトで販
売するおにぎり関連商品の売上金
の3%が「TABLE FOR TWO」に寄
付されます。この寄付により東アフ
リカおよびアメリカ国内の支援を
必要とする子どもたちにヘルシー
な給食を届けることができます。

● おにぎりを食べて、
 支援を必要とする
 子どもたちに給食を

上／イベントに参加し
た子どもたちの様子
左／TOKYO CENTRAL 
West Covina店ストア
マネージャー 正司典嗣

渋谷の期間限定店舗にトイレと更衣室を設置

参加した子どもたちから
のお礼のパネル
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　ドン・キホーテグループは人々の多様な個性を尊重し、す
べてのお客さまがお買い物しやすい店舗、すべての従業員が
働きやすい職場を目指すため、ダイバーシティを推進してい
ます。障がい者雇用の推進や定年者の再雇用はもとより、多

様な国籍の人財活用と登用にも取り組んでおり、2016年6月
からは性的マイノリティへの従業員の理解浸透を図るため、
LGBT※プロジェクトを発足しました。

ダイバーシティの推進1

　ドン・キホーテグループのDIYホームセンター・ドイト花ノ木与野店では、地域に
お住まいの方々にもっと園芸を楽しんでもらおうと近隣の老人ホームの皆さまを対
象とした出張園芸教室を、毎月1～2回開催しています。

ドイト園芸教室を開催

　子どもたちの職業観の育成に少しでも寄与できたらと考
え、商売を通じて働くことの楽しさや責任感を体感してもら
う学習の機会を「商育®」と名づけ、全国のドン・キホーテグ
ループ店舗で実施しています。2016年度は小中学生を中心に
延べ150校、1,100名の皆さんに体験いただきました。

「商育®」の取り組み

　「商育®」を通じ、どうしたらお客さまに喜ばれるかを自ら考
え行動することで、働くことの楽しさ・やりがいを子どもたち
に体感してもらいます。また、従業員も商売の楽しさや使命
感を再認識でき、モチベーション向上にもつながっています。

A  留学生を援助する安田奨学財団を応援
B  中国人の日本語作文コンクールに協賛

 全日本ビーチ・レスリング選手権大会に協賛
 公益財団法人日本盲導犬協会を支援
 ピンクリボン運動を支援

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

B

※LGBTとは、L：レズビアン、G：ゲイ、B：バイセクシャル、T：トランスジェンダー
（心と体の性別に違和感のある人）の頭文字をとった性的マイノリティの総称。日本に
は13人に1人の割合でいると言われています。性的マイノリティにはLGBT以外にも、
恋愛・性愛感情のない人や、男性でも女性でもないと自認する人もいて多種多様です。

設定、陳列レイアウト、売上の管理までを体験しても
らい、チームごとに売上・粗利を競い合います。自分
が仕入れた商品の売れ行きが肌で感じられ、商売の面
白さと厳しさを体感できます。インターンシップを通
じて、学生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。

　学生の職業観育成に貢献すべく、バイヤー業務を体
験してもらうインターンシップを実施しています。学
生にパートナー企業さまとの商談から、仕入れ、売価

店舗経営の面白さを学生たちに
体験してもらうインターンシップ

有名メーカー・商社
のご担当者さまとの
商談風景

　2016年11月、ドン・キホーテグループで
働くグローバル人財のコミュニケーション

社内向けブログ
「Donki Global Connection」の開設

特別養護老人ホーム ナーシングヴィラ与野での「バ
ラを使った切花アレンジ」教室の様子

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。人財の個性やポテンシャルを引き出す採用や人財育成に注力すると
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。

仲間とともに2_

　ドン・キホーテは、2017年5月ゴールデ
ンウィークに東京・代々木公園で開催され
た生と性の多様性を祝福するイベント「東

日本最大のLGBTイベント
「東京レインボープライド」に
初出店

京レインボープライド」に初出店。性的マイノリティ
のシンボルであるレインボー（虹色）のグッズを販売
しました。来場者数は2日間で10万人超、当ブースも
多くのお客さまで賑わいました。

活性化のための社内向けブログがスタート
しました。グローバル人財のインタビュー
や企業理念の解説などを毎回ブログ形式
で更新。さまざまな国籍のスタッフがとも
に新たな発見をして、相互理解を深める
きっかけを提供しています。
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足など、時代の変化に対応するためのさまざまな取り組みを
推進しています。また、定年者の再雇用や、早朝品出しスタッ
フとしてのシニア世代や主婦層の積極採用、ドン・キホーテ、
長崎屋、ドイトでの法定雇用率を上回る障がい者雇用など、
多様な人財と働き方を受け入れる体制づくりを行っています。

　小売業の人手不足の問題は常態化しつつあります。ドン・
キホーテグループでは、多様な就労スタイルが可能な勤務制
度の導入や、女性の働き方を支援する社内プロジェクトの発

多様な働き方の提案2

データで見るドン・キホーテグループの働き方への取り組み

2015年6月期 2016年6月期 2017年6月期
産休・育休取得 214 350 376

育児短時間勤務 16 21 24

介護休職 6 18 15

2015年6月期 2016年6月期 2017年6月期

総数 64 79 99

当該年度に再雇用した人数 15 19 21

● 育児・介護休職取得者数（人） ● 定年再雇用者数（人）

お客さまの声を集め、迅速に
お応えするためのさまざまな施策1

　コールセンターやホームページのお問い合わせフォームな
どに寄せられたお客さまからのリクエストに迅速にお応えす
るため、お客さまの声を一元管理するWEBシステム「STARS
（スターズ）」を活用しています。また、ドン・キホーテグルー
プの電子マネー「majica」をご利用のお客さまにmajicaアプ
リからアンケートをお送りし、店舗の評価やご意見を頂戴し
ています。
　「STARS」の仕組みを活用し、お客さまの声をいち早くサー
ビス改善や品揃えに反映できる組織体制の構築を目指してい
ます。

さまざまな文化圏からの
インバウンド顧客への対応2

　ドン・キホーテグループは訪日客に便利にお買い物を楽し
んでいただくため、国内のほぼ全店で免税サービス、銀聯
カード決済、外貨によるレジ精算、無料Wi-Fiのほか、以下

に会員登録し、帰国後、専用サイトやアプリからご注文いた
だいたお客さまのご自宅へ商品を配送するサービスです。
国内37店舗で中国人向けスマートフォン決済
「WeChat Pay（微信支付）」に対応
　2017年7月、中国人観光客向け決済サービス「WeChat 
Pay」への対応を開始し、全国37店舗でキャッシュレス決済
が可能になりました。東京・渋谷本店、新宿歌舞伎町店や大
阪・道頓堀御堂筋店は、WeChat Payユーザーへの情報発信
を強化する日本初の“WeChat Pay旗艦店”となっています。

復興支援
「くまモンデザインmajica」3

　平成28年熊本地震の被災地復興を支援する目的で、2017
年7月に「くまモンデザインmajica」を九州のドン・キホーテ
店舗で、限定10,000枚、1枚100円（税込）で発売しました。 
この売上金は熊本地震義援金として全額寄付します。熊本県
の各店舗では、熊本特産品フェアやくまモンとの写真撮影会
を開くなど、多くのお客さまに支援の輪を広げています。

ドン・キホーテグループはお客さまからいただいた声をすべて「リクエスト」と呼んでいます。これは、お客
さまのさまざまな声をリクエスト（ご要望）としてポジティブに捉え、「お客さまがしてほしかったことは何な
のか？」を理解し、改善に努めていきたいという願いが込められています。お客さまの声に真摯にお応えする
ことで、お客さま満足度の向上を目指しています。

お客さまとともに3_

のさまざまなサービスを展開しています。
帰国後にリピート購入
「majica Premium Global」開始
　2016年10月から訪日客向けECサービ
スを開始しました。ドン・キホーテ来店時

©2010熊本県くまモン

ドン・キホーテ店舗内保育園
「ドンキッズ」を開設
　女性従業員の働き方支援の一環として、店舗内保育園「ドン
キッズ」の設置を推進し、2016年11月から2017年5月までに
MEGAドン・キホーテ店舗（八千代16号バイパス店、環七梅島
店、草加店、綾瀬店、東名川崎店）に、5施設を開設しました。
また、2017年6月には、MEGAドン・キホーテ大森山王店の5階
に、認可保育園「はぐはぐドンキadventure保育園」が開園しま
した。今後も待機児童の解消と地域、保育園、店舗が一体と
なった子育て環境の創成に挑戦していきます。

左／MEGAドン・キホーテ大森山
王店内の認可保育園

MEGAドン・キホーテ草加店内の従業員向け保育園
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　官民一体で国民や訪日客に熱中症予防を呼びかける「熱中
症予防声かけプロジェクト～ひと涼みしよう～」に2015年か
ら参加しています。2017年は熱中症を予防するための4つの
声かけを印刷した夏季限定青色レジ袋を全国の店舗で計700
万枚配布し、お客さまに広く呼びかけました。また、英語・
中国語・韓国語・タイ語の4カ国語に対応した啓発ポスター
の掲示や、店内モニター・店外大型ビジョン・ホームページ
で同4カ国語対応の啓発動画を放映し、熱中症にあまり馴染
みのない訪日客への注意喚起を行いました。

訪日客へ向けた
熱中症予防の声かけ2

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、双方が対等な
立場で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。

お
客
さ
ま
の
満
足

集
客
・
販
売
増

「共栄会」概念図

効率重視のWEB商談
　ドン・キホーテグループではWEB
商談システムを使って、驚きの安さの
商品や、各店舗の商圏特性に合った品
揃えを実現しています。システムの活
用により国内パートナーさまの商品が
海外のグループ店舗でも販売されて
います。

パートナーさまご相談窓口
　パートナーさまと節度ある健全な関
係を保つために、当社グループ取引担
当者の対応について、パートナーさま
からお気づきの点をお知らせいただ
けるよう、社内外にパートナーさまご
相談窓口を設けています。

米国・ロサンゼル
スのMARUKAI店
舗での商品展開例

　パートナーさまに当社グループの
経営戦略をご理解いただき、より強固
な信頼関係を築くことを目的とした
パートナー総会も4回目を迎え、1,800
名を超えるパートナーさまにご参加
いただきました。

ドン・キホーテグループ
「パートナー総会」

2017年7月7日　
ホテルニューオータニ（東京）にて開催

省エネへの取り組み
　ドン・キホーテグループ店舗は、空調設備を効率よく運転
させ常に適正な温度を自動的に維持できる「最新省エネ機

右／啓発ポスター
下／夏季限定青色
レジ袋

パートナーさまとの共存共栄

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

商品提案・供給のご協力

お取引
パートナー
企業さま

地域社会の皆さまに安心・安全・高品質な商品を、驚きの安さで提供するためには、パートナーさまとの協
力が不可欠です。「共栄会」の活動や、短時間で効率よく商談を行えるWEB商談システムの活用など、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、変化し続けるお客さまのニー
ズに柔軟に対応しています。

パートナーさまとともに4_

1

ドン・キホーテグループは持続可能な社会の実現のため、環境に配慮した事業活動を推進しています。店舗
空調設備の自動制御システムや店内照明にLEDを導入することによるCO2削減、厨房・トイレに節水器の導
入、納品用ダンボールの100%リサイクル、リユースパソコンの積極活用などの環境負荷軽減の取り組みの
ほか、小売業のリソースを活かした啓発活動に積極的に参加しています。

環境への取り組み5_

空調室外機に省エネ機
器を設置することによ
り、空調機を最適な運
転に遠隔制御

器」の導入や、CO2排出量が少ない電力会社への切り替えによ
り、CO2排出量の削減に取り組んでいます。
　また、2016年7月から2017年6月までの1年間の納品用ダ
ンボールの100%リサイクル量は、40,110,880kgになりました。

過去4年間のエネルギーの使用に係る原単位の対前年比（％）
2013
年

2014
年

2015
年

2016
年

過去4年間
平均原単位変化

（株）ドン・キホーテ 93.1 97.8 98.3 101.0 97.5
（株）長崎屋 97.8 73.6 99.7 99.8 92.7
ドイト（株） 86.3 75.2 85.9 82.9 82.5
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　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、
また従業員とその家族の心とからだ、くらしに関する悩
みの解決を図るため「なんでもあんしん相談窓口」を設
置しています。

コンプライアンスの
取り組み強化と意識の徹底1

CSRマネジメント
ドン・キホーテグループは、企業原理である「顧客最優先主義」を徹底し、コーポレート・ガバナンスとコンプ
ライアンスの強化を図ることが、企業価値向上のための重要な経営課題と位置づけています。さまざまなアプ
ローチを通じ、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、併せて社
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。

コーポレート・ガバナンス体制
（2017年6月30日現在）

コンプライアンス
委員会

各部門及びグループ会社

監
査
・

指
導

報
告
・

提
案

監査・
監督

株主総会

コンプライアンス
委員会事務局

コンプライアンス
委員会

内部監査室報告

監査等委員会

報
告

報
告

報
告

報
告

指
示

報
告

報
告

指
示

教
育
・
推
進

選
定
・
解
職
・
監
督

取締役会

取締役
（監査等委員
を除く）

監査等委員である
取締役

CCO

選任・解任 選任・解任 選任・解任

連
携

指示

なんでも
あんしん
相談窓口

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

従業員
相談相談

連携 連携

連
携

会
計
監
査

代表取締役（CEO）
各担当取締役

会計
監査人

連
携

上・右／店舗での防災
訓練の様子

※パド（PAD）は、防災
（Protection Against 
Disasters）の頭文字

防災意識の向上と消防法
違反撲滅に貢献したパ
ド・リーダーを定期的に
表彰

6_

企業理念の浸透3
　企業原理「顧客最優先主義」に基づく基本理念や行動規範、
パートナー企業さまとの健全な関係性、安全・安心な店づく
りなどを明文化した企業理念集「源流」をドン・キホーテグ
ループの全従業員・役員が遵守すべきものとして共有してい
ます。創業当時から息づくドンキイズムとDNAを継承し、未
来永劫、持続可能な組織を目指すため、全員が「源流」に則っ
て業務にあたっています。

上／企業理念集「源流」
左／「源流」の理念浸透を目的
とした研修を国内外で実施　

　東日本大震災・熊本地震での経験を活かし、いつ何時起こ
るかもしれない大地震への備えと震災時に取るべき行動指針
をセオリー化し、店舗とサポート部門で共有しています。
　また、店舗ごとに防災対策リーダー（パド※・リーダー）を
選任し、店長との協力体制のもと、店舗の防災対策の強化を
図っています。この取り組みにより従業員一人ひとりが高い
防災意識を持ち、災害の際も慌てることなく的確な対応が可
能となります。

リスクマネジメント4eラーニングの実施2
　企業コンプライアンスの徹底に向けて、全店長を対象に店
舗で遵守すべき各種法令、自主運用ルール修得のためのe
ラーニングを実施。公正な取引と安全で安心な商品・サービ
スの提供に努めています。
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左／機関投資家とのミーティング風景　右／決算説明会

・決算短信（四半期ごと／日英版）
・業績説明資料（四半期ごと／日英版）
・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）
・統合報告書（年次ごと／日英版）
・CSRレポート（年次ごと）
※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/

●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 224億25百万円（2017年6月30日現在）

●決算 6月30日（年1回）

●社員数（連結） 6,708名（2017年6月30日現在）
（男性5,127名、女性1,581名）

●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

PPI HD:
Pan Pacific International 
Holdings
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

アウトソーシング事業
輸入・卸売業

国内流通・リテール部門

輸入・卸売業

テナント賃貸・飲食・FC事業
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

保険代理店業

オペレーションサポート部門

アウトソーシング部門

保険部門

不動産・飲食・FC部門

PPI HD

DRM

リアリット
ジャパンインバウンドソリューションズ

ドン・キホーテ
シェアードサービス

ドン・キホーテ
データサービス

ドン・キホーテライフアシスト

ドン・キホーテ
ライラック

WITH DOIT

富士屋商事

長崎屋
ドイト
ダイシン百貨店
ジャストネオ

日本商業施設 パンパシフィックフーズ
ディワン

ストアークルーズ

ドンキホーテ
ホールディングス

ドン・キホーテグループの事業領域（2017年6月30日現在）

株主・投資家の
皆さまとの主な
コミュニケーションツール

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

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 統合報告書発行 株主通信発行

中間配当金支払開始

IRカレンダー37期（2016年7月1日～2017年6月30日実績）

する重要な情報として、積極的に開示します。年間450回の
ミーティングの場を設け、ステークホルダーの皆さまとの対
話も積極的に行っています。

　景気回復が報じられてはいるものの、消費動向は復調せ
ず、小売業界は依然厳しい環境が続いています。この状況下
で、ドン・キホーテグループが1号店創業以来、当期まで28
期連続で増収営業増益を果たしてこられたのは、当社グルー
プに絶大なる信頼をお寄せいただいた株主・投資家の皆さま
の応援があってこそだと考えています。今後も長期的な視野
に立ち、スピーディで誠実な情報開示に努めていきます。
　また、経営方針や事業戦略、業務情報、環境に対する取り
組みなど非財務情報についても、株主・投資家の皆さまに対

事業活動をより広く、
より迅速にお伝えするために2

ドン・キホーテグループは、さまざまなステークホルダーの皆さまに、当社グループの事業活動をご理解い
ただくため、経営方針や事業戦略、財務・業績情報などのIR情報を、ウェブサイトに定期的に掲載していま
す。株主・投資家の皆さまに対するコミュニケーション活動も積極的に展開するとともに、メディアに向けた
活動も意欲的に取り組んでいます。

株主・投資家の皆さまとともに7_
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）」及び不動
産賃貸・管理事業「日本アセットマーケティング（株）」などで構成されている企業集団です。

会社概要8_

日本アセットマーケティング
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本社　〒153-0042　東京都目黒区青葉台2-19-10
203-5725-7532　503-5725-7322

http://www.donki-hd.co.jp
発行部署：広報室　〈お問い合わせ〉Email：pr@donki.co.jp

当社グループは、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/




