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徹底した権限委譲のもと
小売業のリソースを生かしたCSR活動に力を入れています

ドン・キホーテグループは、1980年の創業以来「ナイトマーケットの発見と長時間営業」「アミューズメント性のある買い場
づくり」「現場への大胆な権限委譲」など、当時の流通業界では非常識ともいえる施策を次々と行ってきました。その根底に
は当社グループの企業原理「顧客最優先主義」があります。常に主語を「お客さま」に転換し、お客さまのお声に耳を傾け、ご
要望に速やかにお応えする。そのためにお客さまに最も近い現場（店舗）従業員への権限委譲を徹底的に推し進めてきまし
た。25期連続増収営業増益という成長を遂げることができたのも、すべては現場の従業員が自ら考え、判断し、行動した結
果、私たちの店舗がお客さまに支持されたからだと考えています。

　
社会や地域、環境などに対する支援・貢献活動（以下CSR活動）においても同様です。「流通小売業のリソース（資源）やス

キル（能力）を生かしながらできること」を基本的な考え方として、各地域の店舗従業員が主体となって行う、地元に密着し、
根をおろした活動を何よりも重視してきました。

私たちの活動は、会社全体で手がけているものもありますが、多くは店舗の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ます。いわばそこにも、権限委譲の精神が、脈 と々息づいているのです。

人間として、さらには商人として、社会や地域、環境に向かって、素直に善性を発揮していくこと―これこそ私たちが取り組
むべき、CSR活動の本分ととらえています。

そんなありのままの、私たちの活動の姿を、本報告書でご覧いただければ幸いです。

代表取締役会長 兼 CEO

安田　隆夫
代表取締役社長 兼 COO

大原　孝治

トップメッセージ 社会への使命として

「顧客最優先主義」に徹した事業活動と地域社会への貢献
ドン・キホーテグループは「顧客最優先主義」をあらゆる行動や判断の基盤とし、お客さまにお買い物を通じて、便利さ

（CV：コンビニエンス）、安さ（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
「CV+D+A」を掲げ、お買い物の高揚感・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。

このような小売業としての健全な事業活動に加え、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、「顧客最優先主義」のもと、顧客を起点とし
た“逆ピラミッド”型組織を前提に、お客さまや地域のために何を成すべきかを従業員一人一人が自ら考え、積極的に行動して
います。

「権限委譲」
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、顧客と最も接する機会の多い現場（店舗）
従業員を社内の最上位に位置づけ、仕入れから価格決
定、商品構成、陳列まで、ほぼすべての権限を委譲して
います。

「顧客最優先主義」
ドン・キホーテグループのあらゆる行動や判断の基盤と
なる不変の企業原理です。
私たちは、企業経営から店舗運営に至るすべてにおい
て、「顧客最優先主義」に基づいて行動しています。

顧客最優先主義 顧客を起点とした“逆ピラミッド”型組織
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営業時間・営業日数
品揃え
店舗立地

Convenience

楽しさ

新発見
意外性
話題性

Amusement
安　さ

割安感
安心感
期待感

Discount

顧客

現場（店舗）従業員

本部

権 限



地域社会
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ドン・キホーテグループは、
「小売業のリソースを生かした地域貢献活動」を
積極的に行い、

地域社会との
共存共栄を
目指します。

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、店舗で取り組むCSR活動の根底に
も流れています。来店されるお客さまはもちろん、自治
体や学校などとのつながりを重視し、店舗ごとにしっか
りと地域に密着した“草の根”的なCSR活動を推進して
います。

今後も、小売業のリソースを生かした地域貢献活動を
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。

地域社会とともに

地域社会

地域コミュニティー
との共生活動 地域の防災・

防犯活動への参加

文化事業・スポーツ振興
への協賛 /慈善団体への協力

子どもたちへの
学習支援活動

地域振興・地元雇用

「コミュニティーとの共存」をテーマにした活動
には、老人ホームでの出張売店やホームセンター

従業員による工作教室といった、ドン・キホーテ
グループの本業を生かした

プログラムがあります。

店舗での消防訓練の実施や自衛消防訓練審査
会への参加、万引き防止キャンペーンへの協力
など、防災・防犯・交通安全の啓発活動を、

自治体や消防・警察とともに
積極的に行っています。

青少年の健全な育成ならびに文化・スポーツ振興
を目的に、慈善団体やスポーツ関連事業への協

賛、財団法人への寄付など、ドン・キホーテ
グループ全体としての広範な活動

も手がけています。

ドン・キホーテグループの各店舗は、出店地域に
密着した品揃え・店づくりを行い、地域の皆さま

とともに、「まちのにぎわい創出」や「地域
の雇用創出」に寄与できるよう

努めています。

小中学生を中心に、全国のドン・キホーテグルー
プ各店舗で子どもたちの入店を受け入れ、小売業

で働く楽しさや責任感、使命感を体験して
もらう「商育®」を実施しています。
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地域社会とともに

2009年に本社を新宿区から目黒区に移転して以
来、目黒川沿いという立地特性を生かしたドン・キホー
テグループならではの地域貢献活動として恒例となった
「目黒川お花見会」を2014年も開催しました。

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3,300名をお迎えし、目黒川沿いの桟敷席
で桜をご堪能いただきました。

中目黒本店では、ご近所の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。
「店舗に足を運べない方にもお買い物を楽しんでいた
だきたい」という思いから始まった出張売店では、入居
者さまのご要望を伺いながら商品をご用意し、にぎや
かなPOPとドン・キホーテのテーマソングによる店内さ
ながらの演出で、70歳から100歳を超える方々にお買
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。

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、商売を通じて実感してもらう学習の機会
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
大学生まで、多くの子どもたちにご参加いただきまし
た。

プログラム内容は基本的に申し込みを受けた店舗が
独自で考えます。品出しや挨拶、POP作成、商品陳列、
店内放送、清掃、質疑応答とメニューはさまざまです
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」―。子どもたちは日常とは異なる学
習環境を楽しみ、真剣に取り組んでいます。

一方、受け入れる側の従業員も、子どもたちの目を通
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。

目黒川お花見会を開催 地域ににぎやかな出張売店を提供 就業体験学習＆店舗見学会「商育®」の実施

■ご高齢の入居者さまの満面の笑顔、率直なお声にお応えしたい ■「商育®」について
青葉台さくら苑は 当店から３分とかからないご近所ですが、介護を必要とするご高

齢の入居者さまが店舗でお買い物をすることはままなりません。仕方なくご家族に依頼
するも、「自分で見ないと納得できない」「希望通りの商品ではない」というストレスは
お年寄りにとっては少なからず負担となるようです。 

だからこそ、この出張売店は入居者さまがゆっくりと自分自身でお買い物を楽しむ場
として喜ばれています。私も入居者さまの満面の笑顔、率直なお声を聞くと地域に根ざ
すお店として「やらねばならぬ」という使命感を強く感じます。

入居者さまに喜びと感動・楽しさを提供できる売店づくりを目指し、今後も継続的に
実施していきたいと思います。

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）
中目黒本店
コンシェルジュ
遠坂　毅

「商育®」参加者数

（右上）お花見に参加した子どもたちから素敵なお礼状をいただきました 老人ホームの皆さまと若手従業員との交流も生まれました
人気メニューの一つ、手書きPOP作成体験の様子

大量に納品されるお菓子を協力しながら品出し・陳列
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地域社会とともに

知的障がい者の社会的自立の促進
を図る特定非営利活動法人「室蘭
市手をつなぐ育成会」の主旨に賛同
し、障がいのある方々が施設で栽
培・収穫した生椎茸を積極的に販売
しています。

大型店舗を中心に、店内の専門店と
タッグを組み、ハロウィン仮装パレー
ドや七夕ファッションショー、ダンス
大会など、地域の皆さまの参加型イ
ベントを定期的に企画・開催してい
ます。

福島県の農業を応援する取り組みと
して、JA新ふくしまと協力し、関東
地区のMEGAドン・キホーテ店舗を
中心に、福島県産くだものを積極的
に販売しています。

ＤＩＹホームセンターの得意分野を
生かし、道具の安全な使い方を学ん
でいただきながら、自分の手で作品
を作ること（＝ＤＩＹ）の楽しさを親
子で体験する「親子工作教室」を開
催しています。

安心・安全な店づくりに向け、朝礼
時に「防災五箇条」「火災八箇条」の
唱和を徹底し、不測の事態に備えて
います。また、管轄消防署主催の自
衛消防訓練審査会に積極的に参加
しています。

ドン・キホーテグループは、当社グループ店舗の集客力に魅力を感じたショッピングセンターなどからの要請に応え、施設
にテナントとして出店する形態を推進しています。この出店により、他のテナントさまの集客アップや施設全体の活性化にもつ
ながっています。また、中心市街地などへの単独出店においても、行政や商店街などとタッグを組み、地元商品の販売や共同
キャンペーンへの参画など、地域の皆さまとともに地域振興の一助となる取り組みを行っています。

今後も新規出店・業態創造を積極的に推進し、まちのにぎわい・雇用の創出に寄与します。

訪日外国人誘致に向け、新宿区、新
宿区内の百貨店、大型商業施設、量
販店などの異業種7社とホテルや商
店街が業界の枠を超えて行った共同
販促「新宿ショッピング・キャンペー
ン2014春」に参加しました。

■障がい者の自立を支援
（室蘭中島店）

■専門店などと協力し、地域密
着型イベントを開催

■親子工作教室
（ドイト）

■官民連携の外国人観光客誘致
キャンペーンに参加

■福島県産くだものを積極販売 ■自衛消防訓練審査会に参加

静岡県河津町とタイアップした地域振興の取
り組み。
ドン・キホーテグループオリジナルの河津温
泉入浴剤販売についての記者会見を行いまし
た。

2014年４月にオープンしたドン・キホーテ三
田店（兵庫県）では、地元で採用されたパー
ト・アルバイト（計85名）が活躍しています。

浅草六区誕生130周年記念事業「浅草六区再
生プロジェクト」のシンボルマークを使用した
バルーン人形が、ドン・キホーテ浅草店前に設
置されました。

■浅草店の出店に寄せて 浅草六区は大正から昭和初期には映画館や劇場が30軒ほど立ち並ぶ東京
一の興行街でしたが、テレビの普及・娯楽の多様化により急激に過疎化し、映
画館や劇場の建物だけが残り、十数年もの間、廃墟と化していました。

2011年に施行された「浅草六区地区 地区計画」に沿う形で、通りの中心に
ドン・キホーテ浅草店さんができたことで、夜8時以降も人が増え、暗かったま
ちが明るくなりました。夜の人口が増え、周りの小さなお店に「自分たちも夜に
店を開けよう」との思いが波及すれば、かつてのにぎわいが戻ってくると信じて
います。

今後も六区にはホテルや商業施設、劇場が続々と開業されますので、ライブ
エンターテインメントの地として国内外に認知され、まち全体で盛り上がって
いければと期待しています。

六区ブロードウェイ
商店街振興組合
理事長
熊澤　永行氏

店舗ごとの地域貢献活動 まちのにぎわい・雇用創出に貢献
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持続可能な社会に向けた環境負荷低減の取り組み

地域社会とともに 環境への取り組み

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。
また、2012年から連続して開催されている年越しコンサート「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」を後援しています。

アマチュアレスリングの振興を目的
に、公益財団法人「日本レスリング
協会」が主催する全日本ビーチ・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。

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。

経済的理由により就学が困難な留
学生に対して経済的な援助を行い、
有益な人材の育成および相手国との
友好親善を目的とする公益財団法人
「安田奨学財団」を寄付などを通じ
て支援しています。

乳がん検診を推進し、乳がんの早期
発見・治療を目指す「ピンクリボン
運動」の支援のため、特定の商品の
売上の一部を、公益財団法人「日本
対がん協会」に寄付しています。

■新日本フィルハーモニー交響楽団を応援

■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

■ピンクリボン運動を応援

■安田奨学財団を支援

文化事業・スポーツ振興への協賛／慈善団体への寄付活動
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。たとえば、

節電の取り組みとして、国内グループ約260店舗の店内蛍光灯をLED照明に切り替えています。また、節水の取り組みとして
は、生鮮食料品を扱うMEGAドン・キホーテを中心に、大型店約30店舗の厨房やトイレに節水器を導入し、店舗ごとに10～
20％の節水効果を上げています。

このほか、商品配送用段ボールの100％リサイクルや、発泡スチロールの溶解による産業廃棄物の削減、不在時のバックオ
フィスの照明・空調のＯＦＦ、地域の清掃活動への参加など、環境負荷低減のための取り組みを積極的に推進しています。

店舗名

総電力使用量(kWh)

削減量
(kWh) 削減率ＬＥＤ化前

(2012.5～
2013.4)

ＬＥＤ化後
(2013.5～
2014.4)

MEGA浜松可美店 7,725,816 6,313,872 1,411,944 18.28%

葛西店 1,714,296 1,362,384 351,912 20.53%

ピカソ新小岩店 542,748 422,964 119,784 22.07%

めじろ台店 1,501,621 1,300,979 200,642 13.36%

環七方南町店 2,059,116 1,641,892 417,224 20.26%

小金井公園店 734,154 641,762 92,392 12.58%

ドイト東久留米店 969,494 857,883 111,611 11.51%

亀戸駅前店 1,053,864 879,378 174,486 16.56%

青戸店 1,335,750 978,159 357,591 26.77%

幕張店 1,135,566 919,074 216,492 19.06%

平　均 18.10%

きれいなまちづくりに向け、落書き消し活動にも参加

発泡スチロールを1/50に減容し（右写真）、リサイクルして
います

ＬＥＤ照明に切り替え後の総電力使用量削減実績
※大型店～小型店まで、抜粋１０店舗

©okubo ©okubo
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お客さまの“リクエスト”を素早く店舗運営に反映させる仕組み
ドン・キホーテグループは、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、「次こそはお客さまの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。
お寄せいただく一つ一つのリクエストに迅速かつ誠実にお応えし、改善に向け努力しています。一つのリクエストの後

ろには、お声を発していない多くのお客さまがいらっしゃることを認識し、常にお客さまの視点に立った改善を心がけて
います。

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考え、「人財」
と呼んでいます。従業員の個性、感性、価値観などの多様性を認め合うダイバーシティ型組織であり、他社に例を見ない大
幅な自由裁量権を与え、その個性とポテンシャルを十二分に発揮できる環境を整えています。

私たちは、「信じて任せる権限委譲」による従業員一人一人の創造性の開発こそが、目まぐるしく変化するお客さまの心のひ
だをとらえ、ひいては企業価値の向上、企業の社会貢献につながると確信しています。

店内に専用ハガキとポストを設置し、来店される
お客さまの生のお声を収集しています。また、ホーム
ページの各店舗ページからも項目に沿ったリクエスト
を簡単に送信していただけるフォームをご用意してい
ます。

このほか、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」を実施。お客さまのリクエスト
を集めて商品開発やサービス改善につなげています。

2014 年３月より、グループ全 店で電子マネー
「majica」サービスを開始しました。同時に、これまで
個別対応していた「家電御贔屓（かでんごひいき）カー
ド」、「ブランドメンバーズカード」、「ドイトクラブカー
ド」を「majica」に統合しました。

おかげさまで、会員数は８月に150万人を突破し、お
客さまのご支持をいただいています。

「majica」カードのシリアルナンバーを、既存のモバ
イル会員サービス「クラブドンペンモバイル」にご登録し
ていただき、会員属性と購買履歴を蓄積しています。こ
の情報をもとにきめ細かい商品提案やサービスをご用
意して、お客さまのご期待を上回るご満足を提供してい
きます。

週２日、早朝時間帯の２時間から勤務できる、ライフ
スタイルを尊重した新しい働き方を60歳以上のシニア
世代に向けて提案しています。現在、全国の店舗で60
歳以上の従業員が早朝の開店準備スタッフとして活躍
しています。

このシニア人財の早朝の開店準備業務によって、開
店時刻までに商品陳列や清掃などが完了し、お客さま
へのサービス向上に大きく貢献しています。

今後も幅広い世代に一人一人の能力や意欲を十分に
発揮できる場を提供し、優秀な人財の確保と地域との
共生に努めていきます。

■リクエストを積極的に集める施策 ■電子マネー「majica（マジカ）」サービス開始

「人は会社の宝」を基本理念とした人財育成

■シニア人財の活用

お客さまとともに 仲間とともに

履歴書不要の採用活動 2015年度の新卒採用において、選考の全過程で履歴書を完全撤廃し、「人物重視」の採用活動を開始

グローバル人財の活用 世界に目を向けた事業展開において、グローバル人財の採用・育成を継続的に実施

セオリーブックの整備 複雑化する業務をセオリー化して効率化を図り、新人にも優しい受け入れ体制と業務手順を確立

360度評価 上司・同僚・部下・他部門の社員などにより、役員・管理職を多面的に評価する制度を導入

障がい者活用の推進 雇用実績は、法定雇用率を上回る2.17%。本社にホットラインを開設し、フォロー体制も構築

ウェルカムバックカード 家庭の事情などで退職せざるを得ない従業員に発行。復職を歓迎する社風を制度化

社内SNS「ドンキ商人知恵袋」 全従業員が仕事上の質問や悩み相談を匿名で気軽に行える社内SNSを導入

2014年6月期の主な取り組み

元気に働くシニア人財

専門知識をフル活用して電話相談に応じる「家電ソムリエ」担当スタッフ
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パートナーさまとの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考え、双方が
対等な立場でメリットをつくりながら共存共栄を目指
す会員組織「共栄会」を設立しました。

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」の店づくりに向けた商品提供を可能にし、よ
りいっそうのお客さまの満足につながるという考えの
もと、ドン・キホーテグループのスケールメリットを生か
したコスト削減サービスのご紹介や、特別商談会など
の経営支援やお取引サポートを行っています。

共栄会では、地域や商品事業部の枠を超えた取引機
会の提供を目的とした特別合同商談会「情熱祭」を定
期的に開催しています。また、ウェブサイト上で会員パー
トナーさまの商品を全国約15,000人のドン･キホーテ
グループバイヤーに紹介できる商談システム「商人.com
（あきんどっとこむ）」は、時間帯を気にせず、小ロット
商材でも全国規模で商談できるユニークで画期的な取
り組みです。

このほか、地域の中小規模企業との新規取引に向け
た取り組みとして、全国の信用金庫や商工会議所が主
催しているビジネスマッチングに積極的に参加してい
ます。

・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）

※情報の詳細は、ウェブサイトにてご覧ください。

・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

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

■パートナーさまとの共存共栄を目指す「共栄会」を発足

■「公正で積極的、かつタイミングよく適切な情報開示」でご期待に応えます

ビジネスパートナーとの公明正大な関係を構築し、社会に貢献 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
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（お取引先）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と考えます。これは地域の皆さまのご期待に応えることでもあり、「顧客最優先主義」を貫く
ドン・キホーテグループの社会的使命です。

パートナーさまと対等な立場で互いに切磋琢磨する関係を目指す会員組織「共栄会」の発足や、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、パートナーさまとの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。

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、小売業として地域に貢献できる店づくりを目指し、事業
活動を行ってきました。その結果、地域の皆さまに支えられ、1号店開設以来25期連続増収営業増益を達成することができ
ました。小売業を取り巻く環境は今後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、これ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。

IR活動においては、「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、ニュースリリースはもとより、メディアとのコミュニケーションに重点を
置いたリレーション活動を積極的に展開しています。

共栄会パートナーさまが会場内に出展ブースを設営し、ドン・キホーテ
グループのバイヤーとその場で商談する「情熱祭」

第34期決算説明会
（2014 年 8 月18 日 野村コンファレンスプラザ日本橋）

中目黒本店にて投資家さまに店舗戦略をご説明

月
7

月
8

月
9

月
10

月
11

月
12

月
1

月
2

月
3

月
4

月
5

月
6

IRカレンダー34期 （2013年７月１日～2014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

第1四半期決算（発表）本決算（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

中間配当金支払開始
株主通信発行

アニュアル
レポート発行

第2四半期決算（発表）第3四半期決算（発表）

パートナーさまとともに 株主・投資家の皆さまとともに

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

お客さまの
満足

集客・
販売増

お取引パートナー
企業さま

URL http://www.donki.com/group/ir/
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コーポレート・ガバナンスおよびコンプライアンスの強化と体制

■コーポレート・ガバナンス体制

■リスクマネジメントの取り組み■企業理念の浸透

■コンプライアンスの取り組み強化と意識の徹底

グループ内基幹業務の一層の安定を通じてITをはじ
めとする内部統制の充実を図り、パートナーさまやお客
さまとのビジネスの品質を継続的に高めていくため、
ITサービスマネジメントの国際規格である「ISO/IEC 
20000-1:2011 (JIS Q 20000-1:2012)」(以下、
ISO 20000)の認証を取得しました。

ISO 20000は、ITサービスを提供する組織が利用
者のニーズに合致したITサービスを実現し、その品質を
継続的に改善していくための仕様を定めた国際規格で
あり、今後も経営品質の向上に努めていきます。

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。

例えば、コンプライアンス委員会では、従業員個人が
ソーシャルメディアを利用する際のルールを規定するた
め「ソーシャルメディア利用のガイドライン」を策定し、
全従業員に対してＷＥＢ講習会を開催して周知徹底を
図りました。

また、法令違反の通報窓口として設置されている「コ
ンプライアンスホットライン」に加え、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早
期解決を目的として「従業員お悩み相談センター」を開
設しました。

経営者自らの強いイニシアチブ（率先）により、2011
年に刊行された企業理念集「源流」の遵守、浸透を目的
として2014年3月に「源流推進室」を新設しました。

企業原理「顧客最優先主義」に基づく基本理念、行
動規範、上司と部下のあるべき姿、パートナーさまとの
健全な関係性、安心・安全な店づくりと、ドン・キホー
テグループの普遍的かつ不易な理念を通じて、永続的
な経営を目指し、国内外各地で研修や試験を行ってい
ます。同時期に組織横断的なタスクフォース「源流推進
プロジェクト」も発足し、その活動を実務面から協力・
支援しています。

認証基準 ISO/IEC 20000-1:2011
(JIS Q 20000-1:2012)

認証登録番号 ITMS 597519

認証登録範囲 株式会社ドン・キホーテ 情報システム部
が社内向けに提供するシステム（基幹シ
ステム、オンラインクレジットシステム、
会計システム、人事給与システムなど）
に関わる運用サービスをサポートするIT
サービスマネジメントシステム

認証登録日 2013年5月14日

認証機関 BSIグループジャパン株式会社

※認定機関「JIPDEC（一般財団法人日本情報経済社会推進協会）」

（2014年9月26日現在）

ドン・キホーテグループは、企業原理「顧客最優先主義」を徹底するため、コーポレート・ガバナンスおよびコンプライアンス
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。また、2014年9月の株主総会にて社外取締役を1名選任いたしました。

事業活動では、お客さまに近い現場（店舗）従業員に大幅な権限を与えています。自ら考え、行動する範囲が大きい機能的
組織体だからこそ、従業員一人一人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、実際に起こってしまった場合の早期対応体制を構築しています。

株　主　総　会

各部門およびグループ会社

指示

選任・
解任

選任・
解任

監査・
指導

選定・
解職・
監督

監査

教育・推進

報告・
提案

監査
選任・
解任

報告
代表取締役（2名）
（CEO・COO） 内部監査室

コンプライアンス
委員会

 取締役会（6名）
(社外取締役1名)
【経営・監督】

会計監査人

 監査役会（4名）
（社外監査役3名）

【経営監視】

CO

コンプライアンス
事務局

(Compliance Officer)

WEB講習会

企業理念集「源流」

源流研修会

パート・アルバイト向け
企業理念集

CSRマネジメント

コンプライアンス委員会

従業員

コンプライアンス
ホットライン
（社外窓口）

コンプライアンス
ホットライン
（社内窓口）

従業員お悩み
相談センター

相談

連携

連携 連携

相談

認証登録の概要

URL http://www.jipdec.or.jp
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■商号
株式会社ドンキホーテホールディングス

■代表者
代表取締役会長 兼 ＣＥＯ　安田 隆夫
代表取締役社長 兼 ＣＯＯ　大原 孝治

■設立
1980年９月５日

■資本金
213億66百万円（2014年6月30日現在）

■決算
６月30日（年1回）

■社員数（連結）
5,282名（2014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

■ドンキホーテホールディングス

家電製品、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事業

総合小売業

DIY用品を中心とした小売業

テナント賃貸事業

不動産開発事業

マーケティング事業
観光立国実現のための訪日観光・国際交流の推進、

プロモーション事業

米国カリフォルニア州及びハワイ州における
スーパーマーケット事業

米国ハワイ州における総合ディスカウントストア事業

不動産賃貸事業・不動産管理事業

損害保険の代理店及び生命保険の募集に関する事業

売掛債権の早期買取を行う金融サービス及び
支払業務のアウトソーシングサービス事業

会社概要

ドン・キホーテグループ会社概要 ドン・キホーテグループ事業領域
ドン・キホーテグループは、純粋持株会社「㈱ドンキホーテホールディングス」の下に、国内リテール事業「㈱ドン・キホー

テ」、「㈱長崎屋」、「ドイト㈱」、テナント賃貸事業「日本商業施設㈱」、金融サービス事業「アクリーティブ㈱」及び不動産賃
貸事業・不動産管理事業「日本アセットマーケティング㈱」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」を中核事業と
して、「顧客最優先主義」を企業原理に掲げ、事業活動を展開しています。

ド
ン
キ
ホ
ー
テ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

（
純
粋
持
株
会
社
）

ドン・キホーテシェアードサービス

日本商業施設

日本アセットマーケティング

アクリーティブ
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建物運営・管理事業

金融サービス事業

広告・
プロモーション事業

国内リテール事業 海外リテール事業



当グループでは、社会・環境活動の詳細を「CSR情報」としてウェブサイトにて開示しております。ぜひご覧ください。　http://www.donki.com/group/csr/

「夜空に浮かぶ月のように、まちを明るく照らす存在でありたい」との思いを込めて
ドン・キホーテグループのキャラクター“月乗りドンペン”は生まれました。

本社 〒 153-0042　東京都目黒区青葉台 2-19-10
TEL 03-5725-7532 FAX 03-5725-7322
http://www.donki-hd.co.jp
発行部署：広報室
＜お問い合わせ先＞ Email : pr@donki.co.jp

トップメッセージ

社会への使命として

地域社会とともに

環境への取り組み

お客さまとともに

Contents

01

02

03

10

11

仲間とともに

パートナーさまとともに

株主・投資家の皆さまとともに

CSRマネジメント

会社概要

12

13

14

15

17
対象期間
2013年7月～2014年6月 ※一部、期間の明記のあるものは除く


