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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、
社会課題の解決と企業価値向上に 努めます。
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、地域社会に貢献
しています。
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トップ
メッセージ

「顧客最優先主義」を貫き、
多様な価値観を持つ従業員一人ひとりが
自己実現できる職場づくりの実践により、
地域社会への貢献と
グループの持続的成長を目指します

態に陥ったこともありました。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、逆境に負けない不屈の闘志を持ち、
「顧
客最優先主義」を徹底することで、移ろいやすいお客さ
まのニーズに合わせて迅速に「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従
業員に、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るのです。

お客さま、そして従業員の多様性も尊重
事業の遂行を通した社会貢献、
地域との共存共栄
2016 年 4 月、熊本地方を中心とした地震が発生し、甚
大な被害がもたらされました。インフラが寸断され、小

して社会貢献する大切さを実感し、地域の人々にとって

当社グループが企業として成長するためには、
「顧客

「なくてはならないお店」であり続けられるよう、今後も

最優先主義」の徹底が不可欠ですが、それにはまず当社

たゆまぬ努力を続けてまいります。

グループで働く従業員が幸せでなければ、お客さまに満

逆境に負けない不屈の闘志と
「顧客最優先主義」

足していただけるお店をつくることはできません。お客
さまのニーズに変化対応することと同様に、従業員の働

売業他社は休業を余儀なくされる中、ドン・キホーテグ

私たちドン・キホーテグループは、1989 年の 1 号店創

き方のニーズに対しても変化対応を行い、それぞれのラ

ループは地震の翌日から営業を開始。先の東日本大震災

業以来、当期で 27 期連続増収営業増益を達成すること

イフスタイルに適した働き方を提案しています。従業員

の教訓を活かし、商品調達や物流においてもグループの

ができました。これは、店舗の従業員一人ひとりが、目

一人ひとりの自己実現を応援することで、働きがいのあ

総力を挙げ、お客さまのもとに商品を届けることができ

の前のお客さまが何を望まれているのかを常に考え、愚

る職場環境が醸成され、それが「顧客最優先主義」に結

ました。地震直後から生活物資を求めて多くのお客さま

直に行動してきたことの結果であると考えています。そ

実するとともに、より競争力の高いリテーラーになれる

※

のだと思います。

が店頭に行列をつくられ、
「必要な物が当たり前に買え

してこれは、地域のお客さまやパートナーさま をはじめ

る」という生活インフラとしての役割の大きさを改めて

とするステークホルダーの皆さまのご支持があってこそ

今後も、お客さまや従業員をはじめ、すべてのステー

認識いたしました。

成し得たものと、心より感謝しております。※お取引先のこと

クホルダーを尊重した変化対応を絶えず行い、また総合

私たちドン・キホーテグループの店舗は、
「地域社会と

ここに至るまでの道のりは、決して順風満帆であった

小売グループの本業を通じて、さらなる企業価値の向上

お客さまに生かされているお店」です。事業の遂行を通

わけではありません。会社の存続が危ぶまれるような事
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代表取締役社長 兼 CEO

大原孝治
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地 域 社会とともに

ドン・キホーテグループは、地域との共存共栄を目指し、地元のお客さまに寄り添った CSR 活動

SECTION

1

を各地で展開しています。近隣の商業施設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。

Close
Up

地域と共存共栄

岡山スクラムプロジェクト

地域ぐるみで国内外のお客さまを集客。
ドン・キホーテ岡山駅前店

1

ます。例えば、災害時に、いち早く商品をお客さまにお届け

小売りのリソースを活かした地域貢献

小売業はお客さまの生活に必要不可欠な存在であり、社会
インフラである、との考えのもと、ドン・キホーテグループは

訪日客によるインバウンド需要が高まる中、地方では、

課題解決の一助となるよう、本業を通じた取り組みを行って

体となった集客が難しい状況が見られます。そんな中、

るためのパンフレットを

います。

インバウンドに強みを持つドン・キホーテグループは、

作成して海外の旅行博や

本来なら競合相手となる近隣の商業施設や専門店などと

旅行代理店で配布し、訪日客の誘致を行いました。

2016 年 4 月に発生した熊本地震。他の小売企業が休

ドン・キホーテ中目黒本店入口の
特設テント

業や物流ストップを余儀なくされる中、ドン・キホーテ
は熊本県内 3 店舗を即座に復旧し、地震発生の翌朝から

保し、九州への物流を滞らせない体制を構築。電話の不
資を速やかに熊本へ運びました。一方、熊本の各店舗は、
什器の転倒や建物のひび、停電などで通常営業ができな

インフラとしての役割を果たすことができました。
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● 震災後の SNS での発信と

● 国内外グループ各店で実施

Twitter や Facebook で開店時間や物資

国内義援金総額 6,196,681 円・海外義援
金総額 2,988.56 ドルを、日本赤十字社・
南加県人会協議会を通じて被災地へ届
けました。

お客さまの反響

の入荷状況などを逐次、発信。これらの
情報が拡散され、被災でお困りの方に
商品をお届けすることができました。

●ドン・キホーテ岡山駅前店 大石倫寛店長

JR 岡山駅前周辺の飲食店は、近郊にオープンした大型商業施設の影響を受け、客
さま向けのクーポン発券機で、提携する飲食店のクーポン（割引券）を発行し、お客

都内 4 店舗で熊本特産品復興支援フェ
アを開催。5 月開催時は準備期間が短い
中 31 商品が入荷し、85 万円超をお買い
求めいただきました。6 月 3 日は熊本県
のご当地キャラクター・くまモンも登場
しました。

通時にも本社、支社、店舗が社内 SNS で連携を取り、物

するなど、真の共存共栄を目指しています。

数減少という問題を抱えていました。そこで、当店入口に設置している majica 会員

売上総額 2,677,577 円
（期間：5/3～5、6/3～5）

まず、地震発生の直後に物流センターとトラックを確

お買い物をしていただくため、店舗合同イベントを開催

「お客さま・地域の飲食店・ドン・キホーテ」の三方良し！

●
「熊本特産品復興支援フェア」

営業しました。

ゴールデンウイークに開催し
た多店舗参加のプロジェクト

また、地元のお客さまを地域全体に呼び込み横断的に

クト」に参画し、鉄道会社や地元の百貨店、専門店、

熊本地震。その時
ドン・キホーテはどう動いたか？

先主義」を貫いたスピード感あふれる対応により、社会

みを行っています。例え
ば、地域の魅力を紹介す

ドン・キホーテ岡山駅前店は、
「岡山スクラムプロジェ

ドン・キホーテは、被災という非常時にも「顧客最優

客さまを呼び込む取り組

事業者同士や自治体との連携が不十分なために、地域一

ともに販促活動を行っています。

テントで提供するなど、手売りによる営業を行いました。

どと協力して、地域にお

するための体制構築など、自社の強みを活かし、地域社会の

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

い状態にもかかわらず、店内から運んだ商品を店の前の

ショッピングセンターな

さまを飲食店に誘導するという企画を提案しました。
通常、飲食店のクーポン情報をウェブ媒体やフリーペーパーに掲載すると掲載料
がかかりますが、当店ではクーポンを無料で発行できるようにしました。当店を訪れ
る老若男女のお客さまを飲食店に送客する効果が期待でき、飲食店の皆さまからも
喜ばれています。また当店も、飲食店のクーポンを目的に来店される新たなお客さま
層の獲得にもつながっています。お客さまにとっても、クーポンでお得に飲食できる

「義援金募集」

※ majica：ドン・キホーテグループ独自の
電子マネー

ので、まさに「お客さま・地域の飲食店・ドン・キホーテ」の三方良しの企画となっ
ています。今後もこうした企画を通じて地域の活性化に貢献してまいります。
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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

ワク・ドキドキしていただけるお買物空間を提供しつづける
こと―この使命を全うし、当社グループならではの強みを
活かした活動を通じて、豊かな社会の実現のために力を注い
でいきます。

力し、店舗ごとに取り組んでいるものです。お客さまにワク

目黒川お花見会を開催
2010 年以来、毎年恒例の「目黒川お花見会」を、2016 年も開催しました。3 月末から 4 月初め
にかけての 11 日間で、地域の老人ホームや児童福祉施設の皆さまなど、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。

渋谷ハロウィンのゴミ問題・更衣室不足。
その時ドン・キホーテはどう動いたか？
Part 1 ゴミ問題

年々、ハロウィン人気が高まる一方で、東京都心エリアを中心にハロウィン時期

DIY（ものづくり）の楽しみを伝播
ドン・キホーテグループのホームセンタードイトは、ものづくりの楽しみを広めるべく、従業員が講師を務め店舗や地域の交流セ
ンターで木工作教室を開催しました。また 2015 年 12 月に開店した体験型 DIY リフォームショールーム「ドイト ウィズ リ・ホーム新
宿下落合店」では、ほぼ毎日 DIY ワークショップを開催し、地域の方々にご参加いただいています。
左／上戸田地域交流センターで木
工作教室を開催。初心者の方にも
スパイスラックづくりをお楽しみ
いただきました。
中／ペンキの塗り方や壁紙の貼り
方、木製ワゴンの作り方など、生活
に 密 着 し た テ ー マ で DIY ワ ー ク
ショップを開催（ドイト ウィズ リ・
ホーム新宿下落合店）
右／50 種類以上の工具が自由に使
える DIY 作業場をご用意（ドイト
ウィズ リ・ホーム新宿下落合店）

店頭イベントを企画・開催し、
地域活性化に貢献

の公道へのゴミの散乱が社会問題となっています。

地域の防災活動や万引き防止キャンペーンなどの防犯活

ドン・キホーテ渋谷店及び近隣の期間限定店舗では、2015 年のハロウィンの時
マナー向上を呼びかける啓
発ポスターを店頭に掲示

地域の防災・防犯活動への
取り組み
動にも積極的に参加しています。

期に、本社従業員も加わった清掃チームを結成し、毎日、清掃活動を実施しまし

例えば、大阪府の守口警察署で実施された自転車乗車時

た。街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に身を包んだ

のヘルメットの装着を呼びかけるキャンペーンでは、
「親し

従業員がゴミを集める姿は、SNS でも話題になりました。また、11 月 1 日早朝には、

みのあるポスターを」と、当社の POP ライターに白羽の矢

ボランティア団体主催の大規模なクリーンアップ活動にも参加しました。

が立ち、手書き POP で協力させていただきました。
また 2016 年 2 月に東京・秋葉原で開催された「帰宅困難

Part 2 更衣室不足

近年のハロウィン時期は、仮装をするために駅や商業施設のトイレを占拠する人や、路上で着替え

7

店舗施設を利用したイベントを企画・開催し、地域の皆
さまにお楽しみいただける場を積極的に提供しています。

る人が続出し、一般のお客さまのご迷惑となっていました。そこで 2015 年は渋谷店近隣の期間限定店

例えば、都内近郊店舗で定期的に開催している「猿回し」

舗に更衣室を用意するとともに、近隣のカラオケルーム 2 店舗に 28 部屋を用意し、ご購入いただいた

は、お子さまやご家族連れの笑顔があふれるイベントに

コスチュームの着替え場所としてご利用いただきました。また、渋谷区が共催する「ハロウィンごみゼ

なっています。当社ならではの楽しさの提供を通じ、地域

ロ大作戦 in 渋谷」に協賛し、神宮通公園内の更衣室設置に協力しました。

の活性化に寄与していきます。
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者対策訓練」にドン・キホーテ秋葉原店の責任者と施設管
理者が参加し、災害時の対応を訓練しました。
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仲間とともに

3 「商育® 」の取り組み

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

日本の将来を担う子どもたちに、商売を通じて働くことの

SECTION

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

2

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。

2015 年度は小中学生を中心に、延べ 180 校、1,323 名の皆さ

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
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。

んに体験していただきました。
ドン・キホーテグループは、日々お客さまに接し、お客さ
まのご要望を一番よくわかっている店舗の従業員が、仕入れ

人にこだわる採用と育成

から値付け、買い場づくりまでを行っており、従業員一人ひ
とりが、どうしたらお客さまにご満足いただけるかを日々考
え行動する企業風土が根付いています。
「商育 ®」においても、
子どもたちに自ら考え行動することを体験してもらうため、
「自分がお客さまなら、やってほしいこと」を基本に、店舗が
独自でプログラムを考え実施しています。
「商育 ®」を通じて、子どもたちに働くことの楽しさ・やりが
いを体感していただき、ドン・キホーテを好きになってもらう
ことで、従業員も商売の楽しさや使命感を再認識することが

う社風を大切にしています。
「権限委譲なくして顧客最優先
主義なし」
（常にお客さまと接する現場に権限がなければ、お

新卒採用においては、選考の全過程で履歴書を撤廃してい

客さまのニーズを具現化することはできない）という考えの

ます。これは、履歴書だけではわからない、応募者の持つ無

もと、現場（店舗）に商品の仕入れから値付け、陳列に至るま

限の可能性を見極めたいという当社の思いをカタチにしたも

での多くの業務を委ねることで、従業員自らが創意工夫しな

のです。その人物の「個性、意欲、未来に向けた意志」に着目

がら業務を行っています。さらに、ドン・キホーテグループ

し、真の人物採用を行っています。

は、仕事の成果を公正に評価する実力主義の人事評価制度を

また、ドン・キホーテグループは現場（店舗）に権限を持た
せ、従業員一人ひとりが自分で考え行動する「権限委譲」とい

採用していることから、従業員は高いモチベーションを維持
しながら積極的に挑戦を重ね、成長していくことができます。

でき、モチベーション向上につながっています。

4
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

Ｃ 中国人の日本語作文コンクールに協賛

B

学生の職業観育成に貢献すべく、実際の店舗
経営や商品開発を体験してもらうインターンシッ
プを実施しています。店舗経営を主眼とするイン
ターンシップは、実際に商店街の一角に店舗を構
え、学生が品揃え・値付け・陳列などの運営全般
を行い、チームごとに売上や最終利益を競っても

留学生を援助する安田奨学財団を支援

Ｂ 全日本ビーチ・レスリング選手権大会を後援

9

A

学生に店舗経営や商品開発の面白さを
体験してもらうインターンシップを実施

らいます。学生は実際に商売することで、お客さ
C

まの評価を肌で感じることができ、商売の面白
さ・厳しさを体感できます。このインターンシッ

公益財団法人日本盲導犬協会を支援

プを通じて、学生に商売の醍醐味を伝え、未来の

ピンクリボン運動を応援

人財育成につなげていきたいと考えています。

ドン・キホーテグループ社会・環境活動報告書 2016
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お客さまとともに

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

Close
Up

多様な働き方の提案

ドン・キホーテグループは従業員の多様な個性を尊重するダイバーシティを推進しています。

SECTION

3

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。
お客さまから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。

性別、年齢、国籍、職歴、主義、思想、趣味嗜好等にとらわれず、権限委譲の風土のもと、さまざまな個性の従業員
一人ひとりが、自らの能力を存分に発揮できる環境づくりを目指しています。また、多様なライフスタイルに対応した勤
務制度の提案や、女性の働き方を支援する社内プロジェクトの発足など、時代の変化に対応するための各種取り組みが
スタートしています。

1

さまざまなリクエストにお応えする施策

①店舗総合評価システム「スターズ」

早朝品出しスタッフの積極活用
早朝の時間帯を有効に活
用したいと考える 60 歳以上

女性の多様な働き方を支援する
ココロプロジェクト始動
2015 年 10 月に発足した cocoro（ココロ）

ドン・キホーテグループの電子マネー「 majica」サービスをご利用いただいたお客さまにご利
用通知メールをお送りし、メールのアンケートフォームから店舗の評価やご意見を頂いていま
す。お客さまの声をサービス改善や品揃えの参考にさせていただき、リクエストにいち早くお
応えできる体制構築を目指しています。

のシニア層に向け、
「朝の 3

プロジェクトでは、産休・育休制度等を利

時間・週 2～3 日程度」の短

用する際の社内申請フローを簡素化し、ポ

時間勤務制度を設けていま

スターや専用ウェブサイトを通じて周知

す。シニアスタッフの真摯

徹底を図りました。また、支社や拠点ごと

方などのご質問にお答えする無料電話相談サービス「家電ソムリエ」を実施しています。また、

な業務姿勢は、店舗の一体

に働き方に関する相談窓口を開設し、ライ

夜間のお問い合わせにお答えするためフリーダイヤルのコールセンターも稼働しています。

感の醸成や士気向上につな

フイベントの多い女性が安心して働き続

がっています。

けるためのサポート体制を整えました。

②「家電ソムリエ」や夜間コールセンター
商品の特性上、特にお問い合わせが多い家電製品は、専門スタッフが商品の機能や違い、使い

③専用はがき・ホームページ窓口
店内に備え付けの専用はがきやホームページのアンケートフォームからもリクエストを集めて

「スターズ」のアンケートフォーム（一部
抜粋）
。店舗への評価やご意見を収集す
る新たな取り組み。

います。お客さまの声を真摯に受けとめ、迅速な改善対応に努めています。

性的マイノリティに対する取り組み
2016 年 6 月から性的マイノリティに対する取り組みをスタートしました。
ドン・キホーテグループで働く性的マイノリティの当事者がそれぞれの個性や能力を最大限に発揮
できる環境を整えるため、関連部署による社内プロジェクトチームが発足しました。社内報などを通

2

訪日客へのサービスの拡充

ドン・キホーテ店舗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

じて性的マイノリティへの理解を深めるとともに、
（株）ドン・キホーテの就業規則の見直しを行い、

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 など、さまざまなサービス

2016 年 7 月 1 日から性的指向及び性自認等の差別を行ってはいけない旨が明記されました。

を展開しています。また、多様な文化圏からお越しになる訪日客にご満足いただける商品を店
舗ごとに追求し、品揃えに反映しています。
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ハラール認証商品をコーナー展開
（ドン・キホーテ浅草店）
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パートナーさまとともに

環境への取り組み

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

SECTION

4

さまとの協力が不可欠です。
「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
積極的に参加するなど、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、地域社会貢献につなげています。

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

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

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
お取引
パートナー
企業さま

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。

集客・販売増

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

ど、環境負荷軽減の取り組みを積極的に行っています。

商品提案・供給のご協力

ドン・キホーテグループ店舗は、空調設備を効率よく運転

ドン・キホーテグループは、店舗ごとに商

パートナーさまとより強固な信頼関係を築くことを目

圏に対応した売場づくりを行っています。こ

的としたパートナー総会も 3 回目を迎え、2,000 名を超え

の個店戦略を強く推進するため、スポット商

るパートナーさまにご参加いただきました。

品を仕入れる専門部署をエリアごとに設置

パートナーさまの声

し、地場のパートナーさまから仕入れた商品

創業以来、顧客が予見できないよう

を全国に波及させています。
地場のパートナーさまと個別に商談

株式会社山星屋
代表取締役社長
小西規雄氏

な売場を提案し続けているドン・キホー
テさんは、GMS の再建・再生を果たした
日本で唯一の企業ではないでしょうか。

最近ではシニア層から高い支持を受けていたダイシン百
貨店を MEGA ドン・キホーテとしてリニューアルされ、
ご家族連れやご年配のお客さまにも支持される店舗をつ
くられました。今後も日本のみならず世界へ羽ばたく企
業として、ともに突き進んでまいりましょう。
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2016 年 7 月 20 日

パシフィコ横浜国立
大ホールにて開催

（

表

）また、CO2 排出量が少ない電力会社へ切り替えることに

より、全店で 12,241トンの CO2 の削減につながりました。

器」の導入により、CO2 排出量の削減に取り組んでいます。最

表

ドン・キホーテグループ「パートナー総会」

6 月までの期間に 361,265kWh の電力使用量を削減しました。

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

最新省エネ機器の導入による
電力使用量削減実績
店舗名

地域商材の開拓

新省エネ機器を導入した 15 店舗は、2015 年 7 月から 2016 年

CO2 削減の取り組み
お客さまの満足

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

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、地域の清掃活動への参加な

5

「共栄会」概念図

共栄会の取り組み

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

SECTION

MEGA 草加店
MEGA 勝田店

都道府県

2015 年 6 月
2016 年 4 月
京王堀之内店
東京都
2015 年 10 月
東京都
MEGA 東久留米店
2015 年 10 月
大阪府
MEGA 弁天町店
2016 年 3 月
エッセンス関町店
東京都
2015 年 10 月
秋田店
秋田県
2016 年 2 月
晩翠通り店
宮城県
2016 年 2 月
草津店
滋賀県
2016 年 3 月
吉祥寺駅前店
東京都
2016 年 3 月
仙台南店
宮城県
2016 年 2 月
京都府
MEGA 宇治店
2016 年 3 月
MEGA 狩場インター店 神奈川県 2016 年 6 月
神奈川県 2016 年 6 月
MEGA 新横浜店
日吉店
神奈川県 2016 年 6 月
合計

埼玉県

導入月

削減量

90,241
72,266
40,257
27,382
26,803
21,457
19,284
14,601
10,069
9,633
9,316
6,377
5,878
4,984
2,717

茨城県

361,265

GOMI ファンタジスタプロジェクト
in 大阪ミナミに参加
一般社団法人日本エンパワーメン
トコンソーシアム大阪主催のイベン
トで清掃活動を行いました。2016 年 5
月 3 日の回では 39 袋 132kg のゴミを
収集し、大阪市中央区長から感謝状を
いただきました。

ドンペンの衣装で参加した従業員に、子どもたちも大喜び

集計期間：2015 年 7 月～2016 年 6 月 単位：削減量（ kWh）
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CSR マネジメント

ドン・キホーテグループにおける事業活動は、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

SECTION

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

6

2

企業理念の浸透

未来永劫、持続可能な組織を目指し、企業原理「顧客最優
先主義」に基づく経営理念や行動規範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、理念経営を実現させるべく、
「源流」に則って業務にあ
たっています。

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。

1

コーポレート・ガバナンス体制

（2016 年 9 月 28 日現在）

株主総会
選任・解任

報告・
提案

CCO

取締役
（監査等委員
を除く）

監査・
監督

選任・解任

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

監査等委員である
取締役

でもあんしん相談窓口」を設置しています。

連携

3

リスクマネジメント

ドン・キホーテグループは店舗ごとに防災対策リーダー
（パ
報告

指示

報告

会計
監査人
連携

指示

コンプライアンス委員会

会計監査

選定・解職・監督

報告

指示

コンプライアンス
委員会事務局

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

監査等委員会

連携
コンプライアンス
委員会

コンプライアンスの取り組み強化と
相談窓口の設置

ドン・キホーテグループは、すべてのステークホルダーか

選任・解任

取締役会

左／「源流」の理念浸透のた
め、国内外で研修を実施
右／新入社員に楽しみながら
企業理念を覚えてもらうため、
「源流」の条文やキーワードを
かるたにした「源流かるた大
会」を実施

連携

災害の際もあわてることなく的確な対応が可能となります。

ド※・リーダー）を選任しています。パド・リーダーが中心と

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

なり、毎日の防災点検の実施や防災に関する課題と解決策の

舗づくりに励んでいきます。

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

内部監査室

各部門及びグループ会社

報告

監査・
指導

報告

報告

教育・推進

連携

代表取締役
（CEO）
報告
各担当取締役

コンプライアンス
ホットライン
（社外窓口）

考案を行い、店舗の防災対策の強化を図っています。これら
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、

なんでも
あんしん
相談窓口

相談

相談 コンプライアンス
ホットライン
（社内窓口）
連携

従業員

店舗での防災訓練の様子
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株主・投資家の皆さまとともに

会社概要

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

SECTION

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

7

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。

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

株主・投資家の皆さまに
正しいドンキの姿をお伝えします

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

SECTION

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・アウト

8

ソーシング事業「アクリーティブ（株）
」などで構成されている企業集団です。

についても、株主・投資家の皆さまに対する重要な情報とし

● 商号

株式会社ドンキホーテホールディングス

て、積極的に開示します。また、個別面談や説明会などを通

● 代表者

代表取締役社長 兼 CEO 大原孝治

● 設立

1980 年 9月5 日

期連続で増収営業増益を果たしてきました。これもオンリー

● 資本金

223 億 82 百万円（2016 年6月30日現在）

ワン企業として独自の道を切り拓いてきた当社グループに絶

● 決算

6 月 30日（年 1 回）

景気低迷が続く中、小売業界も厳しい環境が続いています

じてステークホルダーとの対話も積極的に行っています。

が、ドン・キホーテグループは 1 号店創業以来、当期まで 27

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

● 社員数
（連結）

6,857 名（2016 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

があってこそ成しえた業績だと考えています。今後もさらな
る成長のために、長期ビジョンの策定とスピーディな変化対

ドン・キホーテグループの事業領域

応を実践していきます。
法令や規則で定められた情報開示だけでなく、経営方針や

左／投資家へ店舗戦略を説明 右／決算説明会

IRカレンダー 36期（2015年7月1日～2016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
有価証券報告書提出
期末配当金支払開始
株主通信発行

7月

8月
本決算発表

9月

中間配当金支払開始
統合報告書発行

10 月

11 月 12 月

株主通信発行

1月

2月

3月

4月

5月

6月

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）
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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
・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）
（年次ごと）
・CSRレポート

※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/

PPI HD

MARUKAI
Don Quijote USA

海外リテール事業

海外リテール部門

リアリット
ジャパンインバウンドソリューションズ

広告・販促
プロモーション事業

広告
プロモーション部門

ドン・キホーテ

ドンキホーテ
ホールディングス

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

DRM

長崎屋
ドイト
ダイシン百貨店
ジャストネオ

ライラック
富士屋商事

国内リテール事業

国内流通・リテール部門

輸入・卸売業

ドン・キホーテシェアードサービス

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

ドン・キホーテライフアシスト

保険代理店業

保険部門

日本商業施設
パンパシフィックフーズ テナント賃貸・飲食・FC 事業
店舗開発事業
不動産・飲食・FC 部門
ディワン
不動産賃貸・管理事業
日本アセットマーケティング
ヒューマンモチベーション・ディライト
アクリーティブ
ストアークルーズ

アウトソーシング事業
アウトソーシング・
金融・アウトソーシング事業 金融部門
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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/

