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Top Message

「地域社会に生かされているお店」として、
より一層地域社会への貢献に取り組んでまいります。

特集２　流通小売業としての復興応援

“人と街に恋して恋ヶ窪”を合い言葉に、
「東日本大震災復興応援ショップ」ドイト恋ヶ窪店をオープン。

Highlight

特集１　「地域社会になくてはならないお店」として

被災者の命綱として、
今すぐできることから始めよう。

そして一刻も早くお店を開けよう。
3月18日、震災後7日目、一部営業開始。

ＭＥＧＡドン・キホーテ仙台台原店
ドン・キホーテ晩翠通り店

ＣＳＲマネジメント／社会的側面での取り組み報告（株主さま／お客さま／お取引先さま／従業員）／
環境への取り組み報告
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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

環境への取り組み報告
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Top MessageOur mission to society

この度の東日本大震災で被災された方々、福島第
一原子力発電所事故で避難を余儀なくされている
方々に、心よりお見舞い申しあげます。ドン・キホーテ
グループは、この未曾有の災害にグループの総力を
あげて、地域の人 と々生活基盤の復興を応援し続け
てまいります。

東日本大震災、それに伴う原子力発電所の事故とい
う国難に直面し、小売業界もサプライチェーンの寸
断など、しばらくの間、厳しい状況にありました。
こうした経済環境にもかかわらずドン・キホーテグルー
プは、日頃より培ってきたさまざまな体制システムが功
を奏し、連結業績は増収増益を達成することができま
した。これは全国のグループ各店をご愛顧いただいて
いるお客さま、株主の皆さまのご支援、ビジネスパート
ナーの皆さまのご協力と、全従業員のおかげと、心よ
り御礼申しあげます。
この度の大震災では、小売業がいかに地域の人々
の安心で持続的な暮らしに欠くべからざる存在であ
るかを、改めて認識させられました。いついかなる瞬間
も「お店は地域社会に生かされている存在である」と
いう原点を軽んじることなく、企業原理「顧客最優先
主義」に悖

も と

ることなく事業活動を通じて、社会への責
任を果たしてまいります。

社会への使命として トップメッセージ

Striving to be a shop indispensable for the community, 
shouldering corporate social responsibility,

making the society plentiful. 

「地域の暮らしになくてはならないお店」として、
豊かで持続的な社会を実現するため、

企業の社会的責任を積極的に果たしてまいります。

「地域社会に生かされているお店」として、
より一層地域社会への貢献に取り組んでまいります。

ドン・キホーテグループは、
「地域社会になくてはならないお店」の実現を目指しています。

Ever striving to contribute to local 
communities more with our shops - 
shops community allows to continue

After the Great East Japan Earthquake and the accident 
at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant, as the 
retail industry and the supply chain were in shambles, 
for a while the conditions were severe. Still, the Don 
Qui jote Group achieved good resul ts thanks to the 
various organizational seeds we had planted before the 
tragedy. We feel that we owe this to the patronage of 
the customers, support by the shareholders, and the joint 
effort made by our business partners and workers. 
This disaster showed again how important for the lives 
of people is the retail trade. We shall strive to contribute 
to the society under the company principle of "valuing 
the customers our utmost priority", and cherishing our 
starting point of maintaining "shops community allows 
to continue".  

代表取締役会長　兼
最高経営責任者（ＣＥＯ）

代表取締役社長　兼
最高執行責任者（ＣＯＯ）

安田 隆夫 成沢 潤治

便利さ
いつでも、生活に必要なものが、

揃っているお店

驚きの安さ
感動を与える

「絶対的」な価格と価値

楽しさ
時間消費型店舗

従業員と共に成長します。社会と共に成長します。

・従業員と共に新業態の創造に努め
ます。

・従業員の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。

・従業員と共に、流通小売業を通じ
て、お客さまの期待に応えます。

・お客さま、株主、ビジネスパート
ナーから信頼される企業集団を目
指します。

・社会の理解と共感を得る企業集団
を目指します。

・地域社会及び地球環境への配慮
を重視します。

【企業原理】

「顧客最優先主義」
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Support to victims of Great East Japan Earthquake

開店4時間前の早朝午前６時から、並んでいただいている
お客さまに、少しでも暖をとっていただけるよう使い捨てカイ
ロを配布しました。

自らも被災者でありながら、地域への「ご恩返し」の想いを
込めて、被災地域店舗の従業員は、一刻も早い営業再開
に努めました。

グループの総力をあげた被災地最優先の商品供給体制を
取りながら、寸断されていた道路網の中、24時間体制の
物流努力により、生鮮食品をはじめ可能な限りの品揃えで
一部営業を開始しました。

3月18日、震災後7日目、
一部営業開始。

地域社会に生かされているお店として、
ご恩返しの想いを込めて。

グループの総力をあげて、
生鮮食品の品揃えを充実。

ＭＥＧＡドン・キホーテ仙台台原店　＜宮城県仙台市青葉区台原１–７–40＞

ドン・キホーテ晩翠通り店　＜宮城県仙台市青葉区立町15–17＞

特集１　地域社会になくてはならないお店として

2011年3月11日に発生した「東日本大震災」は、東
北地方、関東地方の太平洋沿岸に壊滅的な被害をも
たらしました。ドン・キホーテグループの中でも大きな
被害を受けた宮城県内の店舗では、お客さまの生活
インフラを支えるべく、率先して震災直後から、店頭
で食品、飲料水などの販売を開始。地域になくてはな
らないお店として、多くのお客さまにご来店いただき
ました。

震災直後、ドン・キホーテグループは、即座に対策本部を
立ち上げ、人的被害の拡大防止はもちろん、店舗の被災
状況の把握や、物資の供給体制及び、従業員の応援派
遣体制などを整えました。そして、一刻も早い営業再開を
目指し、被災地域の各店では、政府の支援物資も行き渡
らない震災直後から、飲料水やカップ麺、カセットコンロな
どを中心に、今すぐ必要な生活必需品を提供するために、
店頭での臨時営業を開始しました。

交通網が寸断される中、グループをあげた物資供給と現場
における不眠不休の努力により、震災３日後の３月１４日に
は、被害の大きかった宮城県仙台市においても、ドン・キ
ホーテ晩翠通り店、ＭＥＧＡドン・キホーテ仙台台原店、ド
ン・キホーテパウ仙台南店の各店は、停電と寒さが厳しい
中、日没になるまで店頭販売を開始。
その後順次被災店舗の復旧を行い、震災１カ月後の４月
１１日には、ほとんどの被災店舗で本格的に営業再開を果
たしました。

Starting with what we can to maintain 
the lifelines for victims of the disaster. 
And reopening our shops
without a moment's delay. 

被災者の命綱として、今すぐできることから始めよう。
そして一刻も早くお店を開けよう。

The Great East Japan Earthquake brought devastating 
damages to the Pacif ic coast of  the Tohoku and Kanto 
districts. In order to support the customers' inf rastructure, 
even the severely damaged shops of  the Don Qui jote 
Group on their own init ia t ive star ted sales of  f ood, 
drinking water, etc. immediately af ter the earthquake. 
Many customers came to these shops, showing how 
indispensable they are to the community.

被災地からのお客さまの声

★お肉、魚、くだものなど生鮮品をはじめ、
品揃えが豊富で助かります。

★子供がカップ麺だけでは飽きていましたから、
お肉や卵を買いにきました。

★4人家族なので、点数制限ではなく、
カゴいっぱいモノが買えるのは助かります。

★お菓子がたくさんあって、嬉しい。
臨時営業を開始したMEGAドン・キホーテ仙台台原店、ドン・キホーテ晩翠通り店
にご来店いただいたお客さまの声より
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特集２　流通小売業としての復興応援 Support to The reconstruction of Great East Japan Earthquake

２０１１年６月２４日、ドン・キホーテグループで推し進
める被災地域復興応援のフラッグショップとして、ド
イト「恋ヶ窪店」（東京都国分寺市）をオープンいたし
ました。同店は被災地域、東北のパートナー（お取引
先）さまの事業継続支援と復興に向けた取引の拡大、
被災地域の従業員の雇用支援と就労機会の提供、そ
してなにより、２年後には仙台に凱旋出店を果たし、
真の復興を遂げることを目標としています。

復興応援のフラッグショップとして恋ヶ窪店を立ち上げるきっ
かけとなったのは、被災した宮城県仙台市若林区のドイト
仙台若林店でした。同店はリニューアル開店後一週間足
らずで被災し、その被害は大きく、復旧しようにも建設資材
の確保もままならず、今もって閉鎖せざるを得ない状態と
なっています。これは復興に立ち上がろうとする同店の地
元パートナーさま１５０社、働く従業員約７０名（パートも含
む）にとって大きな痛手となりました。

「流通小売業のリソースを活かしドン・キホーテグループとし
て支援したい」「さらに“消費で東北の復興を応援したい”と
いう首都圏のお客さまの想いに応えたい」。

この想いから仙台若林店の「人・モノ・お取引先さま」を恋ヶ
窪店に継承し、さらに被災地や原発事故による風評被害
を被っている地域を産直品販売で応援すべくスタートしまし
た。今このときも、国分寺市をはじめ地域の皆さまの「東北
を応援しよう」という想いを繋げ、一日も早い復興が叶うよう
願っています。

Great East Japan Earthquake Revival 
Support Shop opened. 
"Koigakubo: loving people and cities”

“人と街に恋して恋ヶ窪”を合い言葉に、
「東日本大震災復興応援ショップ」をオープン。

To serve as the f lagship of  the disaster-stricken area 
revival support action by the Don Qui jote Group, we 
opened our DOIT Koigakubo Shop on June 24, 2011. 
This shop is to offer continued support of the businesses 
of our partners, offer employment for the victims of the 
disaster, and above all to assist the disaster-stricken 
areas through consumption of the products manufactured 
there in the Tokyo. 

恋ヶ窪店では、パートナーさまの被災倉庫品や、仙台若林
店の被災品を格安で販売したほか、被災地域や原発事故
の風評被害を被っている地域の産直品を集めた『大東北
市』も人気を集めました。

復興応援の趣旨にご賛同された
多くのお客さまにご来店いただきました。

ドイト恋ヶ窪店、オープンに先立ち、一ツ橋大学應援団により「東北復興支援のエール」
が贈られました。（写真左）（東京都国分寺市東恋ヶ窪５–6–３）

ドイト恋ヶ窪店で開催された被災地域や風評被害に遭っている東北地方の産直品を販売
する『大東北市』。

オープンに際して、近隣の武蔵野美術大学で彫刻を専攻される学生の皆さんに「東日本大震
災復興祈念オブジェ」を製作していただきました。オブジェは恋ヶ窪店のシンボルとして、
店内に展示されています。

パートナーさまの声

大日園芸は、切花・植木などを生産し、卸している会社
です。津波の被害に遭い、再建のメドが立たず、しかも
主要取引先が被災し、売上も見込めず、非常に不安で
した。そんなときに恋ヶ窪への移転の話をいただき、救
われた思いでした。東京の皆さまに仙台の商品をお届
けし、皆さまから愛されるよう頑張りますので、応援よ
ろしくお願いします！

「坊ちゃん石鹸」は、宮城県を中心に販売しており、地震による精神的な不
安感や売上不振が続く中、従業員の雇用継続に頭を悩ましていました。そ
んな折、ドイト恋ヶ窪店移転に伴う契約続行のお話をいただき、本当に有り
難く思いました。その場限りの支援ではなく、長期的な支援のおかげで、
経済的な意味ではもちろん、気持ちの面でも「地震の不安はあるけれども、
これからも仕事をがんばろう！」と非常に前向きになれました。

代表取締役社長　木村 文明 様 代表取締役社長　畑 文雄 様

有限会社 大日園芸 株式会社 畑惣商店
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ＣＳＲマネジメント Corporate Governance

ドン・キホーテグループでは、3月14日から北海道、首都
圏、東海、関西、四国、九州のグループ各店舗で、お客
さまに募金活動にご協力いただきました。その結果、4月
30日までに総額11,393,120円をお預かりいたしました。
さらにドン・キホーテグループより、“マッチングギフト”として同
金額を加えた合計22,786,240円を、日本赤十字社を通
じて、義援金として被災地域に寄付いたしました。

※なお、お客さまの声にお応えし、一部店舗におきまして、
引き続き店頭募金活動を実施しております。

  今後とも、皆さまのご支援・ご協力をお願い申しあげま
す。

6月中旬よりカタログとオンラインストアで販売を開始した
「2011 お中元ギフト」で、仙台の「笹かまぼこ」など、被
災地域の特産品を特集し、復興に立ち上がるお取引先さ
まと、お客さまの復興支援への想いを繋げる取り組みをい
たしました。

被災者支援の一環として、４月１６日から６月8日までの期
間、「ドン・キホーテ晩翠通り店」の３階に無料法律相談
コーナーを設けました。さらに６月9日から７月８日まで期間
を延長し、フリーダイヤルにてご相談を承りました。
これは日本最大手の法律事務所の一つである「ＴＭＩ総
合法律事務所」にご協力を仰ぎ、弁護士を現地に派遣。
倒壊した住宅のローン、保険請求、労働問題など、被
災者が抱えるさまざまな法律問題を気軽に相談できる場と
して開設したものです。

「東日本大震災」義援金の募金活動と
“マッチングギフト”を実施。

ドン・キ ホ ー テグ ル ー プ の 株 式 会 社 長 崎 屋 は 、
「2011 お中元ギフト」で、被災地域を応援する東
北の特産品を特集しました。

「被災者支援無料法律相談コーナー」を開設。

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、「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おります。
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おり
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、法令遵守意識
の向上、経理部門のチェック強化、検査・調査部門
の設立とコンプライアンス委員会の設置などの取り
組みの徹底と充実を図っております。

Strengthening and structuring corporate 
governance and compliance.

Following our principle of  "valuing the customers our 
utmost priority" and strengthening corporate governance 
and compliance has always been an important managerial 
task. While f urther reinf orcing management, we shall 
promote understanding of  compliance issues, strengthen 
checking of  the accounting department, and establish 
inspection/survey department and compliance committee.

ドン・キホーテグループの東日本大震災復興支援。

■コーポレート・ガバナンス体制

選任・解任

選任・解任

選任・解任

監査

選定・解職・監督

監査

監査

助言・指導

特集２　流通小売業としての復興応援 Support to The reconstruction of Great East Japan Earthquake

（2011年6月30日現在）
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ＣＳＲマネジメント Corporate Governance

①取締役は平素より法令遵守に基づいた経営を目指し、
株式会社ドン・キホーテ及びドン･キホーテグループ各社
に法令遵守の精神が徹底されるよう、引き続き率先して
行動する。

②取締役の適正な職務執行を図るため、社外監査役を３
名以上おき、公正で透明性の確保された監査を徹底す
る。

③コンプライアンス担当役員として、ＣＣＯ （Chief Com-
p l iance Of f ice r )を任命し、コンプライアンス( 法令
遵守 ) 及び内部統制に関する事項の統括責任者とす
る。

①株主総会議事録、取締役会議事録及び重要な会議の
議事録、並びにこれらの関連資料を保存、管理するた
めの担当部署をおき、これらを10年間保存し、必要に
応じて閲覧が可能な状態を維持する。

②社内の情報ネットワークセキュリティを向上させるための
ツールの導入、及び「情報セキュリティ管理規程」の適
時適切な見直しを行い、社内における情報の共有を確
保しつつ、その漏洩を防止する体制を確保する。

①ＣＣＯは、ドン・キホーテグループ各社も含めた組織横断
的なリスクの分析、評価を行い、リスク対応について検
討する。

②業務マニュアル、諸規程の体系化、業務の標準化を
適時適切に行い、オペレーショナル・リスクの最適化を
目指す。

③財務、仕入、販売、店舗、法務等に係るリスクをコント
ロールするための組織 ･ 業務運営体制を適時適切に整
備し、リスクの最適化を目指す。

①取締役の職務分掌と権限を明確にするため、組織体制
に関し、関係諸規程の見直し、整備を適時適切に行う。

②経営環境の変化に応じ、組織・業務運営体制の随時
見直しを行う。

 

①取締役会の決議に基づき、ＣＣＯがコンプライアンスの
推進・徹底を図る。

②コンプライアンスに関する事務の担当部署「コンプライ
アンス室」において、これらに関する事項の教育を含め
た企画立案と運用を行う。

③法令及び社内ルールに関して疑義のある行為につい
て、従業員が社外機関へ直接通報できる「御法度110
番」制度を設置し、同制度が有効に機能するよう同制
度の周知を徹底する。また、同制度の運用にあたって

は、通報者に不利益が及ぶことのないように、その保護
を最優先事項とする。

①ドン･キホーテグループ各社の業務の遂行状況について、
適時適切に取締役会へ報告がなされなければならない。

②ドン・キホーテグループ各社の業務の遂行の適正を確保
するため「内部監査室」が、ドン・キホーテグループ各社と
連携し、内部統制整備の実施状況を把握する。さらに、
ドン・キホーテグループ全体の内部統制について、共通
認識のもとに体制整備を行うべく、「コンプライアンス委員
会」が必要に応じて指導･支援を実施する。

③ドン・キホーテグループ各社の適正な業務の遂行を図る
ために、「関係会社管理規程」を整備し、ドン・キホーテ
グループ各社の管理を行う。

●内部統制システムに関して。

株式会社ドン・キホーテは、会社法及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おります。

取締役の職務の執行が法令及び定款に
適合することを確保するための体制。

1

取締役の職務の執行に係る情報の保存
及び管理に関する体制。 

2

損失の危険の管理に関する規程
その他の体制。

3

使用人の職務の執行が法令及び定款に
適合することを確保するための体制。

5

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

株式会社ドン・キホーテ及び子会社から成る企業
集団における業務の適正を確保するための体制。

6



①監査役の求めに応じ、監査役及び監査役会の職務を
補助するため、監査役会事務局を設置する。

①監査役会事務局スタッフの人事（処遇、懲罰を含む）に
ついては、事前に常勤監査役に報告しなければならな
い。

 

①ＣＣＯは内部統制整備の実施状況について、適時適切
に監査役に対して報告を行う。

②取締役及び従業員は、監査役及び監査役会事務局か
ら会社の業務の実施、財産の状況等について報告を求
められたときは、速やかにこれに応じなければならない。

 

①監査役※2と取締役及びドン・キホーテグループ各社の取
締役、監査役との意思疎通を図る機会を設け、監査の
実効性を確保する。監査役は内部監査室と緊密な連携
を保ち、内部監査報告書を閲覧して、社内諸規程に対
する準拠性の監査を補完するものとする。

  また、会計監査人から監査報告書を受領した場合には、
その報告の内容が相当であることを確認しなければならな
い。

＜常勤監査役＞ 福田　富昭 （財団法人日本オリンピック委員会副会長）

＜監査役＞ 岩出　誠 　（弁護士）

   本郷　孔洋（公認会計士）

   井上　幸彦（元警視総監）

＜顧問＞　　　　　熊崎　勝彦 （元東京地方検察庁特別捜査部部長）

②「御法度110番」制度の運用状況について、定期的に
監査役に報告するものとする。

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、すべ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、

・コンプライアンス委員会の設置
・「コンプライアンス室」 (CCO直轄) の設置 
・「御法度110番」の設置

を行い、コンプライアンス体制のさらなる強化をしております。
法令遵守の精神がドン・キホーテグループの役員・社員一人
ひとり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。

In the true sense of the word, compliance is not just 
observing laws and ordinances – i t  is meet ing the 
expectations of the stakeholders as a corporate citizen 
and fulfilling the social responsibility. The Don Quijote 
Group regards compliance as the managerial task of 
highest priority, has strengthened its compliance system 
and is mak ing con t inuous ef f o r t s in t r a in ing and 
educat ion so that the spir i t of  compliance is never 
forgotten by the executives and the employees of the 
Don Quijote Group.

Strengthening compliance and ensuring 
understanding of the issues
by the personnel.

12 13

監査役 監査人（法人）

監査部門(内部監査室)

※1

ＣＳＲマネジメント Corporate Governance

※2  (2011年6月30日現在）

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※1

10

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

取締役及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

監査役がその職務を補助すべき使用人をおく事を
求めた場合における当該使用人に関する事項。

7 ●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及びその整備状況。

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
ております。

①ドン・キホーテグループは、反社会的勢力の不当要求等
に応じず、また、取引先がこれらと関わる個人、企業、
団体等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等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、弁護士等の外部専門機
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。 
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中間配当金
支払開始

アニュアルレ
ポート発行

Information for our shareholders and investors

岐阜市が一丸となって取り組んでいる「中心市街地活性化
施策」に賛同し、４月２２日、岐阜市随一の繁華街である
柳ヶ瀬に、同県内旗艦店舗となる「柳ヶ瀬店」をオープンし

６月２４日、流通小売業界の最激戦地、大阪・梅田駅前地
区に梅田店をオープンした際は、メディア各社の注目の高さ
を想定し、記者発表会と店舗内覧会をセットで行いました。

ました。
地方行政と連携した取り組みに、オープン前日に執り行っ
た出店発表会には、地元メディアをはじめ、地元商工会議
所や商工会など、多数の皆さまにご来場いただきました。

「ドン・キホーテ柳ヶ瀬店」オープン発表会。

「ドン・キホーテ梅田店」オープン発表会。

株主・投資家の皆さまとのコミュニケーション

ドン・キホーテグループは「顧客最優先主義」を企業
原理に定め、小売業として「地域社会になくてはなら
ないお店」を実現する事業活動を通じて、社会に貢
献するとともに、長期的な視野に立った安定成長の
基盤確立に努めております。そのためになにより、
株主・投資家の皆さまへの充実した情報開示に力を
注いでおります。

Prompt communication matching
the speed of our business' expansion.

事業展開のスピードに応じた迅速なコミュニケーション活動。

Don Quixote Group with i ts company pr inciple of 
"valuing the customers our utmost priority" through its 
activities aiming at being a retail shop indispensable for 
the community strives to contribute to the society and 
establish the basis for stable growth based on a long-
term vision. To reach this aim we f irst and foremost 
make sure that full and complete information reaches 
our shareholders and investors.

流通小売業を取り巻く時代・社会背景や、消費行動、商
圏特性は激動しております。そうした中でドン・キホーテグ
ループは、「企業価値の向上」「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、ＭＥＧＡ
ドン・キホーテ業態のさらなる収益基盤の確立、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
クの強化にスピード重視で取り組んでおります。
ドン・キホーテグループでは、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）を基本コンセプトに、ウェブサイトで
の決算短信などの適時開示や株式情報、｢ 株主通信 ｣の
発行などを行っております。
さらにドン・キホーテグループは、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送付だけではな

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
積極的に展開しておりま
す。

新規出店や新業態の展開、プライベートブランド『情熱価
格』の核となる新商品の記者発表会には、毎回多くのメ
ディア各社に参加いただいております。新規出店の発表会
では、地元ＴＶ局、新聞、経済紙、流通小売業界紙など
を中心に、新業態創出や新商品発表会では、全国ネット
のキーＴＶ局、公共放送、一般紙、経済紙、業界紙など
多数のメディア各社に参加いただいています。
記事やニュース番組で報道される取材現場の一端を紹介し
ます。

www.donkigroup.jp/ir

・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）

・決算説明会資料（年次毎）

・四半期報告書（四半期毎）

・内部統制報告書（年次毎）

・有価証券報告書（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。

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”

右から衆議院議員・野田聖子氏、柳ヶ瀬商店街の非公式キャラクター・やなな、岐阜市
長・細江茂光氏、当店専務取締役・髙橋光夫。（写真左）

●「フェア、アクティブ、クイック」を基本コンセプトにすえ、
　フェイス・ツー・フェイスとウェブでの情報開示に重きをおいています。

●店舗・商品に関する記者発表会。

（2010年7月1日～2011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（下旬）

本決算（中旬） 第1四半期決算（上旬） 第2四半期決算（上旬） 第3四半期決算（上旬）

有価証券報告書提出
期末配当金支払開始

ＩＲカレンダー 31期

7
月

8
月

9
月

10
月 月 月

1
月

2
月

3
月

4
月

5
月

6
月
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Relations with Customers

Relations with Business Partners

＜Ｅメールでのお褒め 2011.02.26＞
手術をしたばかりで、医師から濡らさないようきつく言われていた傷
に水をかけてしまった私は、深夜の三時頃に、包帯と消毒薬を買
いに中目黒店さんにお伺いしたところ、棚卸し中で買い物できない
との表示が出ていました。ショックで立ち尽くしていた私の様子に、
これは急を要すると気づいてくださったスタッフの方が、走って店内
に戻られ、上の方とご相談され、包帯と消毒薬と包帯用のテープ
を持って来てくださいました。棚卸し中ということで販売できないから
と「差し上げます」とおっしゃって、そのうえ「寒いですから」とあたた
かいお茶を持たせてくださいました。店員さんの感じが悪くて行きた
くなくなるお店の多い昨今、稀なお店だと思います。本当に、有り
難うございました!

＜Eメールでのご指摘 2011.01.06＞
はじめてお店のトイレを利用しましたが、もう少し綺麗にしてほしいで
す。ペーパータオルもおいていないので、化粧直しもできなくて、
早々に洗面所を出ました。なんとかしてほしいものです。

＜返信対応＞
平素はドン・キホーテ中野駅前店をご
利用賜りまして誠に有り難うございま
す。また貴重なご意見を頂き、有り難
うございます。店舗トイレにつきまして、
「すぐに対応いたします」の旨、この
場では、お約束できないのですが、
今後の改装に向け、お客さまの貴重
なお声とし、是非とも参考とさせて頂
きます。ご不便な点、ご満足頂けな
い点も多々あるとは存じますが、これ
からもお客さまにご来店頂けますこと
を従業員一同心より願っております。

◎賛辞の例 ドン・キホーテ中目黒本店（東京） ●ご指摘の例 ドン・キホーテ中野駅前店(東京都)

お客さまの声に応えて

ビジネスパートナーと手を携えて

Accepting each and every indication, 
quickly and sincerely employing them
in our shops.

ご指摘の一つひとつを真摯に頂戴し、
迅速かつ親身に、お店づくりに活かしております。

ビジネスパートナーとの公明正大な協業関係の構築で、
社会貢献に取り組んでいます。

Don Qui jote Group treats opinions, indications, and 
compla in ts of  the cus tomers as the most precious 
advices and ranks it the highest priority to make an 
effort for improvement. 
For tha t pu rpose the Group main ta ins an in t rane t 
system based in the Business Promotion Department CS 
Planning Divis ion to sum up and ana lyze va r ious 
opinions and requests received and enable all to see the 
opinions and devise measures needed in the light of the 
customer's point of view.

Contributing to the society through just 
relationships of co-prosperity
with partners.

In order  to main tain ou r  pr inciple of  "valuing t he 
customers our utmost priority" and ensure that our shops 
are indispensable f or the community, it is vital to share 
our views with our business partners and together deliver 

saf e and high in quality products at cheap 
prices.
And for that purpose we strongly need just 
and upright relationships of  cooperation 
with our business par tners, making i ts 
merchandising fairer, more just, transparent, 
and prompt.

お客さまからの「ご意見、ご指摘、ご不満」を、ドン・キホーテグ
ループでは“かけがえのないアドバイス”として、最優先で改善
に努めております。
私たちは、お客さまからお寄せいただくその一つひとつに、迅
速かつ丁寧に、誠実にお応えし、改善に向けたたゆまぬ努力
を続けております。
例えばドン・キホーテグループでは、店舗あるいは電話、Ｅメー
ルなど、さまざまなチャネルから寄せられるご意見、ご要望を週
毎に集計、分析し｢お客さま目線｣に照らし、グループ全体で
共有すべきご意見とその対応を、全社で閲覧できるイントラネッ

ト上の掲示板に発表しています。また、「挨拶」や「応対」、「笑
顔」など、全店で統一した評価項目のもと、従業員の接客評
価制度を採用し、顧客満足度の向上に努めております。
さらに、各店での個別の取り組みとして、店舗に寄せられたお
客さまのご意見、ご要望を記録し、毎朝の従業員ミーティング
で各自が共有。迅速な改善に取り組んでおります。

「顧客最優先主義」を貫き、「地域社会になくてはならないお店」
を実現するには、ビジネスパートナー（お取引先）さまと、この想
いを共有し手を携え「安全・安心、高品質な商品を、驚きの安
さ」でお届けすることが不可欠です。これは地域社会の皆さま
のご期待に応えることでもあり、ドン・キホーテグループの社会
に対する使命です。ドン・キホーテグループではで多くのパート
ナーさまに納入機会の公平性、公正な評価、商品提案に対

する迅速な対応など、公明正大なマーチャンダイジングを徹底
するために『優秀仕入担当者の鉄則十箇条』としてルールに
定め、グループ全事業所で目につきやすい場所に掲げ、公表
しております。さらに２０１１年１月、パートナー企業の皆さまと安
定的かつ継続的な関係を築くため、対等な立場で相互信頼
のもと「お客さまの最大利益」を目指し、より親密で自由な協業
の場として任意組織『ドンキ情熱倶楽部』を設立いたしました。

『ドンキ情熱倶楽部』
会報誌

お客さまのご意見をもとに2011年
1月末改装。今後、全国の店舗での
改装を計画中。

お客さまの声に
お応えする

体制

・集計/分析/評価

・改善施策立案／現場部門への実施指導

・マネジメントへの報告

・全グループで共有化実施

・店舗より
・お客さまセンターへ

の入電より
・Ｅメールより
・ホームページ内の商

品アンケートより
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Relations with Employers

働きやすい人事制度。 自己実現をサポートするキャリアステップ。

女性の価値観・感性を発揮した
お店づくり・商品開発と、
ライフステージに即した働き方への取り組み。

巨大消費市場、中国を見すえた
中国人留学生新卒採用。

多様な個性を活かす人財育成を基盤に

ドン・キホーテグループにおいては、正社員・パート・
アルバイトといった勤務形態を問わず、従業員はグ
ループ全社の宝、財産と位置づけております。一人
ひとりの従業員が個性・感性、価値観や体験学習な
ど、ポテンシャルを十二分に発揮して業務に邁進す
ることこそ、企業価値の向上、株主価値の拡大、事
業活動の円滑な改善や、社会貢献に繋がると考え、
就労体制を整えています。

Upholding the basic philosophy of 
"people are the wealth of the company 
= "human resources".

「人は会社の宝＝“人財”」を基本理念にすえています。

Our employees of any status are our treasure, and for 
every employee to develop his or her potential in terms 
of  ind iv idua l i t y, sens i t iv i t y, sense of  va lues, and 
personal experience to the full leads to improvement in 
the corporate value, enlargement of the shareholder 
value, harmonious improvement of business, and better 
service to the society.

従業員の採用にあたっては、国籍や性別、学歴などを一
切問わず、応募者の能力・適性のみによる公正な採用活
動を行っています。入社時には導入研修を行い、人権の
尊重や、社内コンプライアンスを講義し、実際の業務に入
る以前に身につくようにしています。 さらに、会社の将来を
担う中堅幹部の育成を目的として、経営陣と共にドン・キ
ホーテグループの
課題を議論し合う

「ネオリーダー会
議」などの育成プ
ログラムも実施し
ています。

ドン・キホーテグループでは、「人財」と位置づける基本理念
のもと、従業員の生活の安定、自己実現と成長こそ、企
業成長のエンジンであると考えており、相互信頼、公正か
つ透明性の高い人事考課制度を採用しています。
個々人の能力・実績を従業員自身と上長が、それぞれ評価
する双方向の評価制度です。目標を達成するまでの努力
の過程や、目に見えにくい創意工夫までも漏らさず評価し、
従業員のモチベーションアップ、さらなるサービス向上に繋
げています。
さらに、小 売の
真髄である店内
ディスプレイの技
術研鑽の場とし
て、「ディスプレイ
の鉄人コンテス
ト」を開催してい
ます。

また商店主としての序列を敢えて明らかにし、従業員同士
の切磋琢磨を促す「番付表」を発表しているほか、自らの
キャリアの可能性を広げるため、「ＦＡ(フリーエージェント)制
度」や「社内公募制度」も採用し、多彩なキャリアアップの
道を用意しています。 

ドン・キホーテグループ各店舗に来店されるお客さまの半数
以上が女性であり、品揃えは暮らしの必需品である日用消
耗品が中心です。少しでもお客さまの目線に近づくために
女性、主婦としての感性や視点を、仕入れや商品陳列、Ｐ
Ｂ商品『情熱価格』（プライベートブランド）の開発などに活
かしていくことが重要と考えております。例えば女性従業員
チームによるＰＢ商品開発で生まれた『甘味倶楽部』シリー
ズや、主婦の食味感覚を発揮して隠れた優良米を発掘し、
リコメンドする『おこめくらぶ』など、さまざまな挑戦を続けてお
ります。
また、女性にとって、働きやすい環境づくりを推進するた
め、女性社員を中心とした互助組織「イドバタ委員会」を設
置。女性のライフステージに即した働き方を検討し、さまざ
まな活動を行っています。

ドン・キホーテグループの「便利さ（ＣＶ：コンビニエンス）、驚
安（Ｄ：ディスカウント）、楽しさ（Ａ：アミューズメント）」を提供
するという独自の店舗コンセプトと、お買い物自体を楽しむ

「時間消費型店舗」というビジネスモデルのいずれの実現に
も、国や地域の文化・生活習慣、価値観への深い理解に
基づいた消費行動を洞察する力と、仮説構築力が求められ
ます。
当社の店舗づくり、品揃えは立地商圏毎にきめ細かくロー
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
当社独自のノウハウ、ナレッジなのです。しかもそれはマ
ニュアル化不可能なほど、感性的なものです。
そのため巨大市場、中国への展開も、まず人財の採用・
育成から中期的に取り組んでいます。２０１３年までに１５０
名の留学生採用を計画。本年は４０名を採用し、入社後
のＯＪＴで店舗コンセプト、ビジネスモデルの習得に取り組
んでいます。

『甘味倶楽部』商品「ディスプレイの鉄人コンテスト2011」 イドバタ委員会

2011年度に入社した中国人留学生の研修
風景

2011年度ドン・キホーテグループ入社式
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Contributions to SocietyEnvironmental Actions

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」へ、全国の店舗で積極的
に参加しています。

地域貢献活動の一環として、東
京都目黒区の本社屋にて、「目黒
川お花見の会」を開催。社会福
祉法人「愛隣会」、「三交会さくら
苑」、財団法人「こども教育支援
財団」などの老人・児童福祉施設
利用者の皆さまをはじめ、地元町
内会の皆さま、抽選でご招待した
顧 客 の 皆 さまなど 、 総 勢 約
2,000名をお招きしています。小・中・高校生を対象に、「商育プ

ロジェクト」として、全国のドン・キ
ホーテ店舗で見学や体験入店を
受け入れています。日本の将来を
担う子供たちに、働く楽しさと責
任感・使命感を体験してもらい、
店舗に対する意見や要望を店舗
運営に反映しています。

各 地の小・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。「地
域社会になくてはならないお店」と
して、今後とも地域社会との共栄
に貢献してまいります。

「万引き防止キャンペーン」
 への参加

目黒川お花見の会

就業体験「商育プロジェクト」
の実施

地域行事への積極的な参加

さらなる環境負荷低減を積極的に推進 社会から信頼される企業市民を目指して

省エネルギー、節電対策をはじめ、包装資材のリサ
イクルなど環境負荷の少ない、持続可能な企業活動
を目指した改善に取り組んでいます。

Energy conservation, recycling of 
labeling and packaging materials

省エネルギー、包装資材のリサイクルへの取り組み。

We shall conserve energy, save power, recycle packaging 
mater ials, a iming a t sustainable business with f ew 
environmental impacts.

ドン・キホーテグループは、地球温暖化などの環境問題に
対して、省エネルギーや資源のリサイクルなど、さまざまな
施策に取り組んでいます。
とくに産学一体となってシステム構築した「店舗エネルギー
統合管理システム」は、２００９年度「新・エネルギー・産業
技術総合開発機構」（ＮＥＤＯ）による「ＢＥＭＳ導入支援事
業」（※１）に認定され、東京・神奈川・埼玉の計10店舗で
実施し、さらに他店への導入を進めています。
このシステムは、来店者カウントシステムと連動し、在店者
数に応じた空調制御から、店内照明はもちろん、ショー
ケース・スポット照明などをコンセント単位でスケジュール制
御するなど、店舗内の省エネを制御するエネルギー管理シ
ステムです。このシステムの導入により、ＣＯ２年間排出量
の約８％削減（※２）が実現されます。
加えて、ＭＥＧＡドン・キホーテや長崎屋などの大型店舗に
おいては、省エネ効果の高いＬＥＤ照明を積極的に導入。
蛍光灯や棚下灯、スポットライトなどをＬＥＤ化し、節電に努
めているほか、グループ全店をあげて、包装資材のリサイク
ル、食品リサイクルを一層推進しております。

※1　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。

※２　当社実施実験に基づく推定計算値。

豊かな社会づくりのために幅広い社会貢献活動を推進しています。

「地域社会に生かされているお店」として、社会から
信頼される企業市民を目指し、豊かな社会づくりと
持続的な発展のために、今後とも多彩な社会貢献活
動を推進してまいります。

Engaging in a wide range of activities 
contributing to the society.

We shall engage in diverse activities contributing to the 
society, aiming to become a corporate citizen trusted by 
the people as "a shop community allows to continue". 

■ドン・キホーテ店舗・エネルギー
　 　　　　　　　　統合管理システム概念図

＜本 部＞

＜店 舗＞

店舗統合ＥＭＳ管理サーバ

ＡＤＳＬ
ネットワーク

店舗内
ネットワーク

温湿度、ＣＯ２，日射量
収集センサ

入退室・人数カウント
システム

照明、換気ファンの
スケジュール制御

コンセント単位の
スケジュール制御

ショーケース
スポット照明等

在店者数、室内環境、
外 気 条 件 に応じた 空
調、換気ファン制御

（東光電気株式会社資料より作成）
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The Outline of Don Quijote Group

商号／株式会社ドン・キホーテ
代表者／代表取締役会長 兼 ＣＥＯ　安田 隆夫
　　　　代表取締役社長 兼 ＣＯＯ　成沢 潤治
設立／１９８０年９月５日
資本金／１９5億61百万円 
決算／６月３０日 (年1回)
従業員数／２,455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、園芸用品、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、喫煙用具、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／株式会社
フィデック／株式会社サンアソート／株式会社ドンキ情報館

＜会社概要＞

社会から信頼される企業市民を目指して Contributions to Society ドン・キホーテグループの概要

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「安田
奨学財団 」への寄付
等の支援をしています。

特定の商品の売上の一部を、（財）日
本対がん協会へ、「ピンクリボン運動」
のために寄付しています。ピンクリボン
運動とは、乳がんの撲滅、検診の早
期受診を啓蒙・推進するために行われ
ている世界規模のキャンペーンです。

犯罪なき社会の繁栄を求めるべく、犯罪や交通事故の被
害者とその遺族に対して、支援活動を行っている社団法人

「被害者支援都民センター」に寄付をしています。

レジに混入した外国コインを、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。

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「日本僑報
社」に協賛しています。
また、スポーツを通じた青少年の
健全な心身の育成を目的として、
スポーツイベントや競技団体の活
動に協賛をしています。　

安田奨学財団 ピンクリボン運動

被害者支援都民センター

ケア・インターナショナル
ジャパン

文化事業・スポーツ振興への協
賛・支援活動

慈善団体への寄付活動

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（ＧＭＳ）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お店」を目
指し、事業に取り組んでおります。

The Don Qu i jo t e G rou p i s  a  g r ou p com pr ised of 
amusement type discount stores "Don Quijote", family 
type discount stores "MEGA Don Quijote", and other 
companies such as DOIT Co., Ltd., with its large-scale 
Japanese home cen te rs , and Nagasak iya Co., L td. 
running genera l merchandise s tores. The Group is 
centered on t ime consumption retail business "Don 
Qui jote" with i ts concept of  a "big convenience & 
d iscou n t  s t o r e" a nd i t s  p r i nc i p le o f  "va l u ing t he 
customers our utmost priority", and we conduct our 
business aiming to become a "shop indispensable for 
the community." 

第三回中国人の日本語作文コン
クール表彰式

日本レスリング協会主催「ビーチレ
スリング大会」

グループ業態別店舗数（2011年6月30日現在）

（2011年6月30日現在）

ドン・キホーテ

163店
(ハワイ3店含)

ＭＥＧＡ
ドン・キホーテ

43店

長崎屋

6店

ドイト

16店

業態別店舗数合計（計228店）

Contributions to Society



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.donkigroup.jp/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

Top Message

「地域社会に生かされているお店」として、
より一層地域社会への貢献に取り組んでまいります。

特集２　流通小売業としての復興応援

“人と街に恋して恋ヶ窪”を合い言葉に、
「東日本大震災復興応援ショップ」ドイト恋ヶ窪店をオープン。

Highlight

特集１　「地域社会になくてはならないお店」として

被災者の命綱として、
今すぐできることから始めよう。

そして一刻も早くお店を開けよう。
3月18日、震災後7日目、一部営業開始。

ＭＥＧＡドン・キホーテ仙台台原店
ドン・キホーテ晩翠通り店

ＣＳＲマネジメント／社会的側面での取り組み報告（株主さま／お客さま／お取引先さま／従業員）／
環境への取り組み報告

At glance
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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

環境への取り組み報告




