


“選ばれる京阪 ”  への挑戦

平成28年4月、

京阪ホールディングス株式会社が誕生しました。

ごあいさつ

　当社の前身である京阪電気鉄道㈱は、「日本資本主義の父」と呼ばれた渋沢栄一翁を創立委員長に、明治39年

に創立、明治43年に鉄道営業を開始いたしました。以来、京阪グループは、100年を超える歩みのなかで、お客さま

の生活に密接したさまざまな事業を展開してまいりました。

　現在、日本の社会・経済環境は、人口減少など新たな転換点を迎え、京阪グループを取り巻く経営環境も刻々と

変化するなか、確固たるグループ経営を確立するにふさわしい経営スタイルとして、本年4月、当社を中心とする

持株会社体制に移行しました。

　次の100年に向けて「第2の創業ステージ」に立つ私たちは、新しい体制のもと、社会に貢献する商品やサービス、

そして自らのあり方の創生に果敢にチャレンジを重ねてまいります。また、今後も、これまで培ってきた「安全安心」

の基盤をさらに強固にするとともに、コンプライアンスの徹底、環境保全、地域との共生といった社会的責任を

果たし、グループの持続的成長と企業価値の向上に努めてまいります。今後とも、一層のご理解とご支援を賜ります

よう、よろしくお願い申し上げます。

G o o d  T a s t e  o f  L i f e
人を思い、潤いのある “ 街と暮らし” を共に創る

京阪ホールディングス株式会社
代表取締役社長
ＣＥＯ兼ＣＯＯ
執行役員社長
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京阪グループのあゆみ

　京阪グループは、100年を超える期間にわたり、社会
から信頼される企業を目指して地域に根ざした事業
を展開してきました。
　本レポートは、これまで京阪電気鉄道㈱が発行し
てきた「会社案内」と「CSR報告書」を統合・リニュー
アルしたもので、京阪グループが事業活動を通じて
「人々の暮らしを支え、よりよくするための取り組み」
をどのように考え、推進しているかを報告しています。

編集方針

当社およびグループ会社

平成27年度（平成27年4月1日～平成28年3月31日）
※一部当該年度以外の取り組みも掲載しています。

平成28年8月（次回：平成29年8月予定）

●報告対象期間

●発行

●報告対象範囲
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 京阪ホールディングス株式会社 
 代表取締役社長 ＣＥＯ兼ＣＯＯ 執行役員社長

加藤 好文
公益財団法人 渋沢栄一記念財団
渋沢史料館 館長

井上 潤氏

スペシャル対談
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　そして、渋沢はこれをやり遂げなければいけないと
思った時に、それをカタチにするための自身も言う絶大な
る忍耐力を持っています。民間資本による京阪間の鉄
道敷設には、3度チャレンジしてようやく実現させた。3度
目の正直とはまさにこのことで、1、2度でくじけることなく、
その必要性を説き続け、実現にこぎつけた。渋沢の真骨
頂が京阪電気鉄道㈱の創立に現れている気がします。
加藤　そのうち、2度目のチャレンジ、この時は「京阪鉄
道」という会社だったのですが、この会社の創立に関す
る渋沢翁の書簡が5年前に見つかり、東京の篤志家の
方からお譲りいただきました。その書簡は今、執務室に額
装して掛けてあり、私は「今日一日よろしくお願いします」
と思いながら毎朝拝見しています。幻の会社である「京
阪鉄道」の社印の朱が110年以上経た今でも鮮やかで、
渋沢翁の鉄道敷設に対する並々ならぬ意気込みが伝わ
るようです。私は社長就任時に「安全とチャレンジ」という
方針を出したのですが、京阪グループのチャレンジ精神
の原点は創業者の渋沢翁にあると思っています。

加藤　少子高齢化など、京阪グループのみならず日本
を取り巻く環境は歴史的転換点を迎えています。右肩
上がりではなくなった社会のなかで、社会の変化に機敏
に対応するという意識を持って全員がチャレンジし、次
の世代につないでいかなければなりません。いわば「第
2の創業」です。そのための経営体制として、平成28年4
月に京阪ホールディングス㈱を中心とした持株会社体制
に移行しました。京阪電車の開業以降、昭和恐慌や戦
時合併、戦後の分離新発足など、我々の歴史は苦難の
連続でしたが、現在はグループ会社数50の企業グルー
プへと成長を遂げることができました。「第2の創業」にあ

加藤　京阪グループの中核企業である京阪電気鉄道
㈱は、明治39（1906）年に「日本資本主義の父」と呼ば
れた渋沢栄一翁を創立委員長として誕生しました。
　渋沢翁の事業に対する考えについて、私なりに理解し
ているのは、「社会のためになるか、ならないか」というこ
と。業種業態に関わらず、社会のためになるのであれば
苦労があってもやるべきだと考え、行動された。特に鉄道
は、今も社会インフラとしてなくてはならないものですが、
当時としては、まさに夢のような事業です。多くの鉄道会
社に関与され、その実現に力を尽くされた。
　ただ、すでに官営の東海道線があるなかで、なぜ淀
川の左岸、かつての京街道にも鉄道が必要だと着目さ
れ、やるべきだと思われたのか。渋沢翁の歩みを見てい
ると、一橋家や幕府に士官されていた幕末には京都に
住まわれ、明治政府になってからは大蔵省の官僚として
大阪の造幣局にも赴任されています。そのなかで京都・
大阪間の鉄道の重要性を認識されていたのではない
か。だからこそ、鉄道敷設の話があった時に、それは大
事だ、ぜひやるべきだということで創立委員長を務めら
れたと私は思うのですが、いかがでしょう。
井上　おっしゃるとおり、渋沢栄一は、お互いに文化、生
産消費という背景を持つ京都と大阪をつなぐ、動脈とし
ての鉄道の重要性をしっかり認識していたのだと思いま
す。渋沢は未来志向で、絶えず先を読む洞察力に鋭さ
を持つ人でしたので、東海道線だけでは後世の発展を
十分支えるだけの輸送能力を持ち得ておらず、京阪間
に鉄道を敷設する必要があると考えていました。もう一
つは私の推論ですが、渋沢は官尊民卑の打破を生涯の
目標とし、民主導で世の中を動かしてより良い社会を築
くことが持論でしたので、官営鉄道に対抗する意味でも
民間鉄道を実現させたいと考えていたのでしょう。

京阪グループの原点

創業精神に立ち返り、
新たな体制で果敢なる挑戦を

受け継ぐべき
渋沢翁の創業精神
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たっても、100余年の歴史をつないできた渋沢翁の創業
精神を受け継いでいかなければならないと考えています。
　ところで、渋沢翁は会社を創るけれど、その後の経営
は誰かに任せています。京阪電気鉄道㈱の場合、渡邊
嘉一という人物がいました。初代経営トップを務め、「技

術の京阪」という評価と社風の礎を築いた人物ですが、
主に鉄道会社で、技術面から渋沢翁を支えたことが多
かったようです。それだけ人を見る目もあったということで
すが、財閥を創らず、自らの利益より社会への貢献を考
えられて行動する。その原点はどこにあるのでしょうか。
井上　渋沢栄一は、企業の事業そのものが世の中に貢
献できるようにしなければいけないと考えていました。「道
徳経済合一説（※１）」で主張する一つは、まず第一に考え
るべきは自分の利益ではなくて、相手の利益なり周りの
利益である。まさに公益の追求です。会社はその経営を
維持するために利益を上げないといけません。それを決
して否定していませんが、その利益は世の中のための
利益であって、世の中が豊かになるためのものであるこ
とを忘れてはいけない。自らの利益を得るだけのために、
事業を立ち上げるのではない、と。
　そんな聖人みたいな発想がどこから生まれて来たの
か。一つは初めてヨーロッパに行った際に修得し、共鳴し
た「合本主義（※２）」でしょうか。鉄道敷設に技術者渡邊
嘉一と力を合わせ、多くの実績を上げていったのも、その
現れだと思います。もう一つは、江戸時代の幕藩体制社
会において、当時の領主は農民から搾取して利益を一
極集中させようとする意識が強かったんですね。この独
占が良くない、領民が豊かにならないと領主も豊かにな
らないだろうという思いは、農民出身の渋沢の人生に大
きな影響を与えました。そこが、原点かもしれません。
加藤　渋沢翁は「士魂商才」の方だったんでしょうね。
商才は当然持たれていたでしょうが、世の中の役に立つ
ための原点としての士魂、つまり道徳を強く意識された

方だと感じます。
※１ 企業の目的が利潤追求にあるとしても、その根底には道徳が必要であり、
　　国ないし人類全体の繁栄に対して責任を持たなければならないという考え方
※２ 公益を追求するという使命や目的を達成するのに最も適した人材と資本を集
　　め、事業を推進させるという考え方

井上　渋沢栄一が事業を始める際の基本的な考え
方は、「公益を目指す良い事業」「道徳に基づく正しい
利益追求の経営」です。ただ、それだけではありません。

「今、これをやるべきか、時をちゃんと読み解かねばなら
ない」ということも言っています。正しいことであっても、今
やってはそれほど意味がないこともある、と。時代背景、
周りの業種の方々の動向もちゃんと見極めたうえで、先を
しっかり読んでいかないとだめだ、と言っています。
加藤　経営者として非常に参考になります。「第2の創
業」を掲げているのですから、次の世代のために残せる
ような新しい事業を創っていかなければならない。その
事業は今お聞きした3つの要素を満たすことが大切だと
改めて思いました。
　新事業として今、注力しているのは、「BIOSTYLE

（ビオスタイル）」という、「健康的でクオリティの高い生
活」の実現と循環型社会に寄与するライフスタイルを
提案する事業です。今後、環境や健康に配慮したライ
フスタイルはますます広がりを見せていくと考えていま
す。そのコンテンツを、京都・四条河原町に建設する複
合施設で展開したいと考え、準備を進めています。この

「BIOSTYLE」を「安全安心」に次ぐ新たな京阪ブラン
ドとして発信していきたい。社会に貢献し、次の世代に
残す事業として実現に向けチャレンジし、ぜひ成功させ
たいと思っています。これはまさに渋沢翁の精神を受け
継ぐものだと思っています。

「第2の創業」で、次世代に
残す事業を立ち上げる

スペシャル対談
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井上　時代の変化とともに、企業は進化・変化するもの
だと思います。一例を挙げると、渋沢栄一が創立、育成
に尽力した紡績会社では、繊維産業を取り巻く事業環
境が激変するなか、創業精神に立ち返り、紡績業で培っ
た技術を生かしつつ事業ポートフォリオを大きく転換され
ました。その会社の方々は「換

かん

骨
こつ

奪
だっ

胎
たい

」とおっしゃってい
ます。転換期にこそ、創業精神に立ち返ると、「変えるも
の」「変えるべきではないもの」、ここを起点にどのように
進化・発展させていくべきなのかが見えてくるのではない
でしょうか。
加藤　鉄道は、私が入社した昭和50年頃にモータリゼー
ションの進展で斜陽になると言われた時代もありました
が、今では高齢者にやさしく環境にもやさしい移動手段と
して、社会の評価や期待が高まってきています。私は「鉄
道復権」と言っているのですが、反面、人口減少社会にお
いては、鉄道の経営環境は厳しさが増すばかりです。鉄
道事業は社会インフラとしての機能をしっかりと守りながら
自立し、存続していかなければなりません。他の事業の自
立も然りです。自立し、社会に貢献する事業の集合体とし
て、グループ全体として利益を上げていく。これが十数年
前から取り組んできた経営改革の根底にある考え方で、
その集大成が今回の持株会社体制移行です。
　先ほど「合本主義」のお話がありましたが、グループ資
産を有効に活用し、社会に貢献する商品やサービスを
創造していくことも、持株会社体制移行の大きな理由の
ひとつです。機を見て必要な資金や人材を投入し、少々
の困難があっても果敢にチャレンジしていきたいと考えて
います。
　当社グループの中期経営計画「創生果敢」では、先ほ

どの「BIOSTYLE」など「くらしの価値」を高める“コンテ
ンツ創造”に加え、大阪・京都を中心とする“観光創造”、
京阪沿線を新しくデザインする“沿線再耕”の3つを主軸
戦略に据えています。今、「地方創生」が盛んに言われ
ていますが、渋沢翁は当時から地域を大事にしなさいと
おっしゃっていました。私たちにとって地域といえば、沿線
です。そこがもう一度元気になるような取り組みに注力し
ていきたい。そのためには、沿線外にも打って出ます。例
えば不動産では、沿線で培ったノウハウを生かし、東京
や札幌でも事業を展開しています。そこで得た利益の一
部は地域に還元して、沿線を元気にしたい。それが京阪
グループの目指すべき姿ではないかと思っています。
井上　そうですね。渋沢栄一も大正期に入ると東京の
田園調布の開発など生活圏をトータルで見渡した事業
に力を入れていました。鉄道会社を中心とした企業グ
ループとしての使命を十分に果たしながら、新たな分野
にもチャレンジされようとしている取り組みは、まさに渋沢
の精神を受け継ぐものだと感銘を受けます。これからの
ますますの発展を期待しています。
加藤　次の世代に必要とされ社会に貢献する商品やサー
ビスを創造し、私たち京阪グループも成長していきたいと思
います。「第2の創業」を掲げる今、あらためて渋沢翁の創
業精神に立ち返り、次の100年に向かって果敢にチャレンジ
をしていきます。本日はありがとうございました。

育てていただいた地域を
元気にしたい

渋沢史料館
渋沢翁の生涯と事績を広く紹介する博物
館として、昭和57（1982）年に開館。かつて
渋沢翁が住んでいた旧渋沢邸跡地に建ち、
さまざまな資料を本館で展示するとともに、
旧渋沢庭園に残る大正期の建物「晩香廬」
「青淵文庫」の内部公開も行う。

※本対談ページで画像を掲載している晩香廬、
　青淵文庫、渋沢栄一還暦記念立像はすべて同
　館所蔵

所在地：東京都北区飛鳥山公園内
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京阪グループの経営理念体系

経営理念体系

　京阪グループは、21世紀にも輝き、繁栄を続ける企業グループを目指して、京阪グループの社会的使命や責任を
社内外のステークホルダーに明確にお伝えするため、平成10年7月1日、「経営理念」を制定しました。

経営理念 経営姿勢

経営姿勢

1.  地域社会、顧客、株主、社員を大切にします。
2.  法令および社会規範を遵守し、企業の社会的責
　 任を果たします。
3.  自然環境にやさしい企業運営を目指し、
　 環境の保全や資源の保護に配慮します。
4.  常に新しいことに取り組み、自己改革を実現します。
5.  顧客第一主義のもと、鉄道事業を基幹とした
　 ライフステージネットワークを展開し、快適な生活 　
　 環境を創造します。

経営理念

京阪グループは、人の暮らしに
夢と希望と信頼の

ネットワークを築いて、
快適な生活環境を創造し、

社会に貢献します。

経営理念

経営姿勢行動憲章 環境理念

経営ビジョン行動指針 環境方針

P.9参照 P.40参照

P.10参照
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行動憲章

行動憲章

 1.   私たちは、法令・社会規範を遵守するとともに、高い倫理を保ち、責任ある行動をします。 
 2.   私たちは、お客さまの安全を第一に考えつつ、お客さまの信頼・満足が得られる品質の高いサービス（※1）をタイムリーに
　　提供します。 
 3.   私たちは、公正な事業活動（※2）を行います。また、政治・行政との間に健全・正常な関係（※3）を保ちます。 
 4.   私たちは、広く社会とのコミュニケーションを行い、すべてのステークホルダーに必要な情報を適時・適切に開示します。 
 5.   私たちは、すべての人々の人権を尊重します。 
 6.   私たちは、ハラスメントなどのない安全で働きやすい職場づくりに努めます。 
 7.   私たちは、積極的に環境保護に努めます。 
 8.   私たちは、個人情報やその他の重要情報を厳正・適切に取り扱います。 
 9.   私たちは、事業活動を通じて地域社会に貢献します。 
10.　私たちは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、その排除に取り組みます。 
11.　私たちは、事業活動を健全（※4）かつ迅速に進め、企業価値の長期的・安定的な増大を図ります。

※1 サービスや商品について適切な表示や説明を行うことを含みます。  
※2 談合、カルテル、業務上の地位を利用して私利を図る行為、社会通念上不適切な接待・贈答、発注者の立場を利用した不当要求、知的財産の侵害、インサイダー取引などを
　　行ってはいけません。また、適正な会計処理を行い、特許・商標等の知的財産の保全に努めましょう。 
※3 政治活動に関する違法な寄附・献金を行ってはいけません。  
※4 事業活動に関する情報は、ルールに従い正確に記録・保存しなければなりません。

京阪グループは、鉄道という公共性の高い事業を中心に地域に密着したさまざまな事業活動を行う企業集団
として、企業を取り巻く人々の期待に誠実に応えることにより企業としての社会的責任を果たし、地域社会から
信頼される企業を目指すため以下のとおり行動憲章を定めます。
京阪グループのすべての役員および従業員はこの行動憲章の実現が自らの役割であると認識し、率先して
その実現に努めます。

　企業の社会的責任を果たし、経営理念を役員と従業員が日常の行動で実現するための基本方針として、平成18年
4月に「行動憲章」を制定しました。さらに、グループ各社において、より具体的な行動レベルに落とし込んだ「行動指針」
を定めています。
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　当社創立100年を迎えた2006年11月、京阪グループ
の将来像である京阪グループ経営ビジョン「“選ばれる京
阪”への挑戦」を発表しました。このビジョンは、当社開業
100周年から10年後の2020年度を見据え、「人々の暮ら
しを支え、よりよくすることを使命として、もっと多くのお客
さまから選ばれる価値ある京阪グループを創造」すること
を基本方針としています。

基本方針 ▶▶▶ わたしたちは、「人々の暮らしを支え、よりよくすることを使命として、
もっと多くのお客さまから選ばれる価値ある京阪グループの創造」に挑戦します。

京阪グループ経営ビジョン「“選ばれる京阪”への挑戦」

京阪グループの経営理念体系

京阪エリアの魅力向上と拡大

京阪ブランドの確立

お客さまからの信頼の維持・向上

お客さま視点の営業力の強化

積極的・主導的な事業提携

“選ばれる京阪”
への挑戦

京阪エリアの魅力向上
　京阪グループが事業を展開するエリア全てを京阪エリアと位置づけ、京阪
グループが主体的にかつグループ企業が連携して事業を展開することで、もっと
多くのお客さまに、住んでいただける、訪れていただける京阪エリアを実現します。

京阪エリアの拡大
　グローバル化社会の中で、京阪ブランドの価値向上に資する事業や競争力の
ある事業については、積極的な展開を行い京阪エリアの拡大に取り組みます。

お客さまの拡大
　京阪エリア外も含めたもっと多くの方々に京阪グループのお客さまとなって
いただけるよう、京阪エリアからの情報発信力、事業のネットワークを強化します。

運輸業
　鉄道事業を核に、より安全・安心、便利、快適な交通ネットワークの拡充に努め、
京阪グループが提供する価値の根幹を支えます。また、業界トップレベルの効率
化と積極的な需要創造施策の実施により、高い収益性を実現します。

不動産業
　不動産賃貸事業とマンションを中心とした短期回収型の不動産販売事業を
柱に、グループの中核事業であるとともに、今後さらなる拡大を目指す事業として
育成を図ります。特に不動産賃貸事業については今後の拡大の中心と位置
づけます。また、都市開発事業者として、魅力ある生活環境の基盤を創造すると
ともに、積極的な事業展開を行い京阪エリアの拡大にも取り組みます。

流通業
　今後のさらなる拡大を目指す事業として育成を図り、京阪エリアの魅力向上を
リードする事業として快適な生活環境を創造し、京阪ブランドの価値向上を担い
ます。また、競争力の強化のために、とりわけ利益率の向上に重点的に取り組み
ます。さらに、積極的な事業展開を行い京阪エリアの拡大にも取り組みます。

レジャー・サービス業
　ホテル事業を今後のさらなる拡大を目指す事業とし、育成を図ります。具体的
には、強みを持つ宿泊特化型のホテル事業を中心に、京阪エリアの拡大にも
積極的に取り組むことで、京阪ブランドの価値向上を担います。

事業エリア

事業構成

1.

2.

京阪エリアの
魅力向上

京阪エリアの拡大

お客さまの拡大
不

動
産業

流通業
レジャー・サービス業

運輸業
マンション販売と
不動産賃貸事業

中心

競争力強化のための
利益率向上

京阪グループが提供する
価値の根幹を支える

いわば扇の中心

宿泊特化型の
ホテル事業中心

京阪エリアの魅力向上と
拡大に取り組む
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1
ブランド
コンセプト

3
提供する
価値

　京阪グループでは、グループ経営ビジョン「“選ばれる京阪”への挑戦」の実現に向け、「京阪ブランド」を確立するため、
ブランドコンセプトを策定、それにあわせてシンボルマークとスローガンを制定し、2008年4月から、展開を開始しています。

● ブランドコンセプト、シンボルマーク、スローガンは、京阪グループの経営理念全体を象徴的に表したものと位置づけます。
● ブランドコンセプトは、お客さまをはじめとする社外の人々に対する約束であり、私たちがどのような商品やサービス等を提供するのかを
　 示したものです。
● シンボルマーク、スローガンは、ブランドコンセプトをシンボル化した旗印となるものです。

ブランド戦略

京阪グループの一人ひとりが実践しなければならないことを表した、お客さまへの約束です。私たちがお届け
する商品やサービスを通じて、お客さまと共に、潤いのある街と暮らしを創りあげます。

人を思い、潤いのある“街と暮らし”を共に創る

Good Taste of Life

2
事業の目標

ブランドコンセプトをより具体的に、行動レベルで表現したもの。多くのお客さまへのサービス提供を通じて、
その暮らしを豊かにし、ひいてはお客さまの喜びへとつなげていきます。

快適性・利便性の追求。趣のある街づくり。
心豊かな暮らしのサポート。

各事業（運輸業、不動産業、流通業、レジャー・サービス業）

グループ各社の経営理念・スローガン

機能的価値 中心的価値 情緒的価値

快適
便利

役に立つ

安全安心
やさしさ
心のこもった

身近
誠実

趣のある

 2 の事業の目標をさらに具体的な言葉で表現したもの。一人ひとりが｢安全安心、やさしさ、心のこもった｣
という中心的価値をベースに、｢快適・便利で役に立つ｣という機能的価値、｢身近で、誠実で、趣のある｣
情緒的価値もあわせて意識しながら、商品とサービスを提供します。

経営理念体系 ブランドコンセプト

シンボルマーク・スローガン

経営理念

経営姿勢行動憲章 環境理念

経営ビジョン行動指針 環境方針

人を思い、潤いのある
“街と暮らし”を共に創る

Good Taste of Life

お客さまを
はじめとする
社外の人々

経
営
理
念
を
象
徴
化

京
阪
グ
ル
ー
プ
と
、

お
客
さ
ま
を
は
じ
め
と

す
る
社
外
の
人
々

と
の
約
束

京阪グループの経営理念体系とブランドコンセプト等との関係
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　京阪グループは、創業以来一世紀にわたり育み守ってきた「安全・安心」の基盤をさらに強固にすると同時に、人口
減少など厳しい経営環境に直面するなかで、創業の精神に立ち返り、社会の変化に機敏に対応して京阪グループ事業
の質的向上を図り、過去の延長上から飛躍する新たな第一歩を踏み出す挑戦を開始しています。

　京都の表玄関であり、京阪グループのホテルなどが集積する

「京都駅前」を京都観光の起点とすべく、京都センチュリーホ

テルおよび京都第2タワーホテルの一体的再開発や、京都タ

ワーでのツーリストセンター

設置などによるインバウンド

観光拠点化を進めるととも

に、京阪沿線との交通結

節も強化してまいります。

「観光創造」で新たな成長1.
主軸戦略 グループが横断的に取り組むべき戦略

「創生果敢」

【基本方針】第2創業ステージでの挑戦〜「創生果敢」〜

京阪グループ中期経営計画
（平成27〜29年度）

　急伸する訪日外国人旅行者（インバウンド）をターゲッ
トとしたサービス・ラインナップの充実を図り、京都・大阪
をはじめとする周辺エリアを含めたインバウンド市場の
成長を京阪グループに取り込みます。
最重点
プロジェクト 京都駅前エリアのグローバル拠点化

京都センチュリーホテル

　「第２の創業ステージ」における課題に取り組み、成
長するに相応しい経営スタイルを確立します。この実現
に向け、平成28年4月に持株会社体制へ移行しました。

持株会社体制のねらい

・ 各事業の自立化により、一層の体質強化と意識改革、各事業に
　マッチした経営スタイルの確立を通じて、競争力の強化をめざす

・ 持株会社がリーダーシップを発揮することにより、多岐にわたるグ
　ループ事業の横断的戦略の実行、異業種との連携を含む新た
　なビジネスモデルの創出、重点事業拡大のための経営資源の
　効率的配分をめざす

・ 持株会社による、各種事業用物件の戦略的な取得・開発・保有・
　売却（流動化を含む）の推進およびグループ保有不動産の最
　有効活用の促進（グループCRE）により、沿線再耕をはじめ、グ
　ループ事業のエリア拡大をめざす

　鉄道をはじめとするインフラ事業などのコア事業に加
え、お客さまの「くらしの価値」を高める新たなコンテンツ
を創造し、コア事業との相乗効果を高めます。

最重点
プロジェクト 「BIOSTYLE」をテーマとしたコンテンツの創造

　「健康的で美しくクオリティの高い生活」を実現し、循環型

社会に寄与するライフスタイルとして京阪グループが提案する

「BIOSTYLE」を「安全・安心」に

次ぐ新たな京阪ブランドとして確立

することをめざしてまいります。

「確固たるグループ経営」の
スタイル確立

「くらしの価値」を高める
コンテンツの創造 4.3.

ＢＩＯＳＴＹＬＥ 
京都・四条河原町プロジェクト

（完成イメージ）

最重点
プロジェクト 枚方市駅および周辺エリア再開発

　高度成長期に急速に発展し更新期を迎えている京
阪沿線において、ハード面の更新に加え、駅を中心に沿
線の「くらしの価値」を高めることに主眼を置いた新しい
まちづくりを推進します。

京阪沿線を
新しくデザインする「沿線再耕」2.

　京阪線で京橋、淀屋橋につぐ乗降客数の枚方市駅に

おいて再開発に取り組み、沿線の活性化を図ってまいりま

す。今後は枚方市駅周辺にとどまらず、順次その対象を拡大

していく予定です。

枚方市駅
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　投資、財務戦略を踏まえながら、中長期的な視点で
の沿線再耕を推進するとともに、重点事業の拡大に向
け、厳選、精査した戦略的投資を推進し、さらなる利益
の上積みをめざしていきます。

定量目標
定量目標

連結営業利益

連結EBITDA

ネット連結有利子負債/EBITDA倍率

平成29年度

220億円以上

410億円以上

8.5倍以下

参考

連結当期純利益

連結ROE

連結ROA

平成29年度

120億円以上

6%以上

3%以上

　「沿線再耕」および「観光創造」に商業コンテンツを
供給し、沿線を中心に「まち」と「くらし」の価値を高め
るとともに、商業施設事業の沿線外での展開を推進し
ます。

「鉄道復権」に向けた
間断なき鉄道活性化施策

「まち」と「くらし」の
価値を高める流通業

1.
　短期回転型販売事業を継続するとともに、賃貸事業
で培ったノウハウを活かして主軸戦略に寄与し、沿線内
外においてグループの成長エン
ジンとしての役割を果たします。

グループの成長エンジンとしての
不動産業2.

3.
　「観光創造」に向けたホテル開発および観光ルートの
魅力向上を推進します。また沿線外も含めホテルの多店
舗展開に向けた基礎固めとして既存ホテルのハード・ソフ
ト両面での完成度向上を図ります。

「観光創造」を担う
ホテルとレジャー事業4.

経営基盤の強化 4つのコア事業が取り組む重点戦略

北浜ミッドタワー（イメージ）京阪淀ロジスティクスヤード

リソラ大府ショッピングテラス 新なにわ大食堂（新大阪） ホテル京阪京都
ガーデンジュニアスイートルーム禅-ZEN-

琵琶湖ホテル イタリアンダイニング「ベルラーゴ」

京阪電車 京阪バス

　質の高いサービスの提供に向けた投資の拡充や、
「観光創造」、「沿線再耕」との協調による需要創造な
どにより、将来に繋がる基盤を構築し、「鉄道復権」をめ
ざします。
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京阪電車

　「大阪」「京都」「滋賀」関西2府1県で、都市間輸送・地域輸送・観光輸送を担う

鉄道事業、グループの沿線を軸に地域交通を支えるバス事業のほか、駅前の立地

を生かした生活サポートサービスなど、安全安心で、便利・快適なネットワークの拡充

に努めています。

安全安心、便利、快適な
ネットワークで地域と人をつなぐ

　大阪・京都・滋賀の都市間輸送を担い、通勤・通学アクセスとし
て、また、大阪・京都やびわ湖への観光アクセスとしてご利用いただ
いている京阪電車をはじめ、洛北を走る叡山電車、京都・嵐山に延び

「嵐電」の愛称で親しまれている京福電車を運行しています。安全
安心な運行を守るべく、安全設備の充実や日常のメンテナンスを徹
底しているほか、多様な訓練を実施することで緊急時にも備えてい
ます。また、より便利・快適にご利用いただくべく、車両や駅などのリ
ニューアルに取り組んでいるほか、接客レベル向上のためのCS研
修を実施し、きめ細やかなご案内にも努めるなど、ハード・ソフト両面
からさまざまな取り組みを行っています。

鉄道

叡山電車 京福電車（嵐電）

運 輸 業
Transportation Industry

京阪電車祇園四条駅コンコース
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　大阪・京都・滋賀にまたがる路線バスや、京都定期観光
バス、高速バスなどを運行する京阪バスをはじめ、大原や
嵐山・嵯峨野などの観光スポットを中心に路線・貸切バスを
運行する京都バス、大津や守山を中心に路線・貸切バスを
運行する江若交通などを展開。沿線を軸に地域の足として

バス

京都バス京阪バス 江若交通

ご利用いただいています。路線バスにおいては、バスロケー
ションシステム（Ｐ.31参照）やＩＣカードの導入などによる利
便性の向上に取り組んでいます。また、観光バスにおいて
は京都を中心に奈良や滋賀、丹後方面に展開しています。

Transportation Industry

　平成28年4月、京福電気鉄道㈱は、北野線 帷子ノ辻駅―常盤駅間に、新駅「撮
影所前」を開業しました。JR嵯峨野線 太秦駅に近接する同駅の開業により、JRへの
乗り継ぎや京都駅方面へのアクセス向上など、ネットワークの強化を実現。沿線居住
者、観光客双方の利便性向上を目指しています。

■北野線新駅「撮影所前」が開業

　京阪電気鉄道㈱では、平成29年度上期の導入に向け、座席指定の特別車両「（仮
称）京阪特急プレミアムカー」（有料）の計画を推進中です。8000系特急車両の一部
車両を大幅に改造し快適性をさらに向上。通勤にも観光にも嬉しい「確実に座れる」

「上質な移動空間」を実現し、ワンランク上のサービスの提供を予定しています。

■「（仮称）京阪特急プレミアムカー」導入に向け計画を推進中

　平成28年3月、京阪電気鉄道㈱は、京阪線のダイヤ変更を実施。土休日ダイヤに
おいて、春秋の行楽シーズンに運転し、好評を博している“京橋－七条間ノンストップ”
快速特急「洛楽」の定期運行を開始しました。また、昼間時間帯における特急の所要
時間も短縮しており、京都－大阪間および特急停車駅間の速達性・利便性の向上を
図っています。

■快速特急「洛楽」の定期運行を開始

撮影所前駅

（仮称）京阪特急プレミアムカー

快速特急「洛楽」

　車内や駅構内の広告スペースを活用し、多種多様な情報を発信。地域に根
ざした交通網を持つ京阪グループだからこそできる、お客さまの暮らしに寄り添
う広告媒体です。近年では、デジタルサイネージも展開し、多様化するお客さま・
広告主様のニーズにお応えしています。

交通広告
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　大規模ニュータウンやマンション、戸建住宅などの開発を行っています。また、商

業施設やオフィスビルなど、賃貸事業にも積極的に取り組んでいるほか、造園事業

なども手がけ、生活環境をトータルに考えた街づくりを推進しています。

快適性・利便性を追求した
趣のある街をつくる

　「くずはローズタウン」「びわ湖ローズタウン」「京阪東ローズタウン」を
はじめ、「京阪東御蔵山住宅地」「けいはんな公園都市」など、交通機関
と商業施設、コミュニティ施設を組み合わせたトータルな街づくりを行っ
ています。

不動産開発

不動産業
Real estate industry

くずはタワーシティ（くずはローズタウン）

京阪東ローズタウン

くずはエリア

住民コミュニケーションサービス事業 ファインガーデンスクエア（京阪東ローズタウン）
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OMM

　関西圏を中心に、マンション事業・戸建事業・仲介事業
およびリフォーム事業を展開しています。マンション事業で
は、オリジナルブランド「ファインフラッツ」シリーズや他社と
共同での大規模分譲を展開。首都圏や札幌でも、マンショ
ン分譲を行うなど、沿線の付加価値向上に軸足を置きつつ
も、多角的に事業を推進しています。

　関西圏では「OMM」「京阪御堂筋ビル」、首都圏では
「京阪大手町ビル」などの賃貸用オフィスビルを運営・管
理しているほか、沿線を中心に商業ビルの賃貸も手掛けてい
ます。また、建て替えや再開発による保有資産のバリュー
アップやアセット・ポートフォリオに基づく資産の入れ替えな
どによる収益拡大にも取り組んでおり、オープンエンド型不
動産私募REITの運用等の手法も駆使しながら、グループ
の企業価値最大化を目指しています。

不動産販売

不動産賃貸

ファインシティ札幌ザ・タワー大通公園

京阪御堂筋ビル

ザ・京都レジデンス 御所西 乾御門

Real estate industry

　平成28年4月、グループ資産の最有効活用を図るべく、淀車庫拡張用地で建
設を進めていた「京阪淀ロジスティクスヤード」が開業しました。同施設は、名神高
速道路や京滋バイパスなどのインターチェンジにほど近い交通の要衝に立地。社
会的ニーズが高まる内陸型物流施設としてその需要に応えているほか、環境・社
会配慮型施設としての側面も有しています（Ｐ.47参照）。

■「京阪淀ロジスティクスヤード」開業

　平成28年4月、京阪アセットマネジメント㈱は、オープンエンド型不動産私募REIT「京阪プライベート・リート投資法人」
を設立。同年6月に運用を開始しました。これにより、投資・保有・売却・再投資という不動産事業の循環型モデル構築
を図り、グループのさらなる成長と安定的収益基盤の構築を目指しています。

■私募REITを設立

京阪淀ロジスティクスヤード

京阪園芸ガーデナーズ F&Gローズ「かおりかざり」

　バラ栽培において日本屈指の技術力を誇る
京阪園芸㈱。自然再生や屋上緑化の企画・設
計・施工から、公園や個人邸の庭の維持管理ま
で、造園事業を幅広く手がけています。造園以外
にも、フラワーショップやガーデニングショップを展
開しているほか、貸鉢や装飾を中心とするグリー
ンサービスも行っています。

造園・園芸
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　百貨店やショッピングモール、スーパーマーケットなど、さまざまな商業施設を展開。

お客さまの、より快適・便利で、楽しく心豊かな暮らしをご提案すべく魅力ある店舗づく

りに取り組んでいます。また、そこで蓄積したノウハウを生かし、沿線外でも積極的な

事業展開を進めています。

お客さまに愛される店舗とサービスで、
楽しく心豊かな暮らしを創造

　「すがたも心もきれいな百貨店」というブランドメッセージのもと、
京阪沿線では京阪百貨店守口店・くずはモール店・ひらかた店・
モール京橋店の4店舗を、沿線外ではJR学研都市線住道駅前
で、すみのどう店を営業。リニューアルや直営のセレクトショップの
開業など、店舗の魅力向上に取り組んでいます。

百貨店

流 通 業
Retail industry

直営セレクトショップ「Traditional Standard」（守口店）

守口店

くずはモール店 モール京橋店 すみのどう店

KUZUHA  MALL グランドアトリウム
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ユニクロ関西空港出国エリア店

ショッピングモール

　駅ナカや駅前を中心に、スーパーマーケット「フレスト」
やコンビニエンスストア「アンスリー」など、さまざまな商業
施設を展開。㈱ユニクロと提携し「ユニクロ」を、㈱良品
計画と提携し「MUJIcom」を駅ナカなどで運営している
ほか、話題のショップのスイーツを週替わりで提供するス
イーツ専門店「SWEETS BOX」など、多様な業態を開
発、展開。JR大阪駅や南海なんば駅、首都圏でも出店
するなど、積極的に沿線外にも進出しています。

ストア

Retail industry

SWEETS BOX

アンスリー地下鉄淀屋橋店フレスト松井山手店

　平成27年9月、㈱京阪百貨店は、ひらかた店1階を2館構成の食品館にリニューアル。
普段使いの食材や惣菜の品揃えを強化したほか、スムーズな動線を確保、「成城石井」
やスイーツの新店舗を揃えるなど、沿線の中核都市である枚方市の玄関口となる駅周辺
の利便性向上を図っています。

　「ビオ・マルシェの宅配」として、100％有機JASの野菜をはじめ、500アイテムにおよぶ有
機加工食品などを全国約8,000会員に提供しているほか、卸売事業、直営店、ネットショップ
を展開する㈱ビオ・マーケット。オーガニックをより身近に感じていただくため、生産者と消費者
のコミュニケーションの場として各種イベントも開催しています（Ｐ.28参照）。今後は、京阪グループの新たなライフスタイル
提案である「BIOSTYLE」（Ｐ.12参照）創造の一翼を担い、新たな京阪ブランドとして確立を目指します。

■京阪百貨店ひらかた店 1階をリニューアル

オーガニック

　平成28年3月、㈱京阪ザ・ストアは、地下鉄御堂筋線 新大阪駅北改札コンコース
に商業施設「新なにわ大食堂」をオープンしました。大阪・関西の個性豊かな飲食店
や、同社が運営する「アンスリー」「SWEETS BOX」など全11店が出店。今までにな
い新しい空間の創出で「新たな顧客創造」を目指しています。

■「新なにわ大食堂」をオープン

京阪百貨店ひらかた店1階

新なにわ大食堂

京阪シティモール

KUZUHA MALL

ブルメールHAT神戸

　大阪府下最大級の郊外型ショッピングセンター「KUZUHA 
MALL」や、都市型ショッピングセンター「京阪モール」「京
阪シティモール」などを展開。沿線外においても「リソラ大府
ショッピングテラス」や「ブルメールHAT神戸」の運営を受託
しているほか、東京・渋谷センター街の高木ビルディングを
借り受け、ファストファッションブランドの「FOREVER21」を
誘致するなど、プロパティマネジメント業を中心に他社物件
においても流通業における付加価値の創造を提案してい
ます。

PB商品
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ホテル京阪浅草

　沿線内外でホテル事業を手がけているほか、時代を越えて愛されてきた「ひらかた

パーク」や京都のランドマーク「京都タワー」、びわ湖で運航する「ミシガン」など、

地域のシンボルと言える施設を複数運営。身近で心のこもったサービスを提供して

います。

身近で心のこもったサービスですべての
お客さまに最高のひとときを提供する

　京都・大阪・滋賀の沿線のほか、東京・札幌と合わせ全国で12ホ
テル・約2,900室を保有・展開しています。特に京都駅前ではさまざ
まなグレードの4ホテル・約800室をラインアップ。国内外のお客さま
を対象に、ビジネスから観光、婚礼まで多様なニーズにお応えしてい
ます。また、各ホテルでは客室やレストランなどのリニューアルを積極
的に実施しているほか、各ホテルの従業員がおもてなしや調理の技
術を競うコンテストを開催（Ｐ.31参照）。ハード・ソフト両面での魅力
向上を図っています。

ホテル

レジャー・
サービス業
Leisure and service industries

琵琶湖ホテル（滋賀） ホテル京阪 ユニバーサル・タワー（大阪）

京都センチュリーホテル ホテル京阪札幌

京都タワーと京都タワーホテル
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■グループ各ホテルの近年の主なリニューアルおよび増設

　「ひらパー」の愛称で親しまれ、平成24年に開園100
周年を迎えた歴史ある遊園地。40種以上のアトラクショ
ンや大型イベントホールでの催事、お子さま向けのキャラ
クターショーなどにより、親子3代で楽しめる遊園地として
支持されています。プール「ザ・ブーン」やスケートリンクと
雪あそび広場「ウインターカーニバル」、約600種4,000
株のバラが広がる「ローズガーデン」をはじめ、秋のハロ
ウィンや冬のイルミネーションなど、年間を通じて季節ごと
にお楽しみいただける遊園地づくりに努めています。

　比叡山では、山頂までの約8.1kmを結ぶ有料道路「比
叡山ドライブウェイ」や日本最長（全長2,025m）のケーブ
ルカー「坂本ケーブル」、庭園美術館「ガーデンミュージア
ム比叡」を運営。また、びわ湖では遊覧船「ミシガン」など
によるびわ湖クルーズ、大阪市内では「水都・大阪」の象
徴「アクアライナー」や優雅なクルーズ船「ひまわり」、大
阪港を周遊する帆船型の観光クルーズ船「サンタマリア」
などを運航。観光資源に恵まれた沿線の魅力を生かし、
国内外のお客さまからご好評いただいています。

ひらかたパーク その他沿線に広がるレジャー施設

Leisure and service industries

　㈱ホテル京阪では、平成29年夏に「（仮称）ホテル京阪淀
屋橋」、平成30年秋に「（仮称）ホテル京阪築地銀座」の出店
を予定しています。現在同社が直営するホテルは7店舗。平成
32年にはこれを15店舗超にすべく、主要政令都市の駅前
立地を中心に出店拡大を目指しています。

ホテ ル 京 阪 天 満 橋 |
ホ テ ル 京 阪 京 橋 |
ホ テ ル 京 阪 京 都 |
琵 琶 湖 ホ テ ル |

京都センチュリーホテル|

客室・ロビー・駐車場など全館
客室・レストランなど全館

「ガーデンジュニアスイートルーム禅-ZEN-」
ラグジュアリーフロア「Aqua」
デラックスフロア「Lumina」

「日本料理・天麩羅・鮨・鉄板焼 おおみ」
「京プレミアムルーム」

■新たなホテル２店舗を出店

ホテル京阪築地銀座（イメージパース） ホテル京阪淀屋橋（イメージパース）

ひらかたパーク キャラクター「ピピンとポピー」

「ウインターカーニバル」（スケートリンク）プール「ザ・ブーン」 ローズガーデン アクアライナー

ガーデンミュージアム比叡坂本ケーブル

ミシガン

琵琶湖ホテル（おおみバンケット「SAZANAMI」） 京都センチュリーホテル（京プレミアムルーム）
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私たちは、広く社会とのコ
ミュニケーションを行い、す
べてのステークホルダーに
必要な情報を適時・適切に
開示します。

株主・投資家

私たちは、事業活動を通じ
て地域社会に貢献します。

地域社会

京阪グループ

私たちは、お客さまの安全
を第一に考えつつ、お客さ
まの信頼・満足が得られる
品質の高いサービスをタイ
ムリーに提供します。

お客さま
私たちは、ハラスメントなど
のない安全で働きやすい職
場づくりに努めます。

従業員

私たちは、広く社会とのコ
ミュニケーションを行い、す
べてのステークホルダーに
必要な情報を適時・適切に
開示します。

取引先

経営理念
京阪グループは、人の暮らしに夢と希望と信頼の
ネットワークを築いて、快適な生活環境を創造し、
社会に貢献します。

行動指針 経営ビジョン

行動憲章 経営姿勢 環境理念

環境方針

経営理念携帯カード

グループ新入社員研修

京阪グループの経営理念体系

経営理念の浸透

京阪グループのCSRへの考え方 京阪グループとステークホルダー

京阪グループのCSR
京阪グループは、当社の前身である京阪電気鉄道㈱が明治39年に創立して以来、社会から信頼される企業グループを
目指して事業を展開してきました。長年にわたる事業展開の底流に流れる思想は、平成10年7月に「経営理念」として
明文化され、この「経営理念」を誠実に実践することこそが、京阪グループのＣＳＲ経営であると考えています。

　お客さま、地域社会、株主・投資家などさまざまなス

テークホルダー（利害関係者）との積極的なコミュニケー

ションを通じて、ステークホルダーのさらなる信頼を得

ることができるよう、継続して取り組みを進めていきます。

　京阪グループは、当社の前身である京阪電気鉄道㈱

が明治39年に創立して以来、地域に密着したさまざま

な事業活動を通じて社会に貢献し、企業としての社会

的責任を果たし、社会から信頼される企業グループを

目指して事業を展開してきました。

　平成10年7月に制定した「経営理念」は、京阪グルー

プとしての共通認識を持ち、経営理念に基づいて行動

することにより、社会からその存立が認められ信頼さ

れ続けるための根本思想であると考えています。

　この「経営理念」を上位概念として、経営理念を日常

の行動で実現するための基本方針として「行動憲章」

を、経営の意思決定における価値前提となるものとして

「経営姿勢」を、環境にやさしい企業を目指すための考

え方として「環境理念」を定めています。

　さらに、「行動憲章」、「経営姿勢」、「環境理念」のもと

に、それぞれを具現化するための「行動指針」、「経営ビ

ジョン」、「環境方針」を定めています。

　京阪グループの社員一人ひとりが、グループを取り巻

く人々の期待に応えながらCSR活動を推進していきます。

■ 経営理念携帯カードの配布
　京阪グループ全従業員に経営理念、

経営姿勢、行動憲章、環境理念を記載

した携帯用のカードを配布しています。

■ 研修の実施
　グループ新入社員研修な

どの機会を通じ、京阪グルー

プの経営理念や行動憲章な

どの浸透を図っています。
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京阪グループのCSR

選任・解任選任・解任

連携監査

会計監査

選任・解任

報告 報告

報告 連携

報告

選任・解任監督

答申

諮問

株主総会

監査

監査

指名・報酬
諮問委員会
取締役3名

（うち社外取締役2名）

代表取締役
CEO兼COO

経営会議 役員
ミーティング

京阪グループ
CSR委員会

監査役室

監査役会
監査役5名

（うち社外監査役3名）

取締役会
取締役7名（うち社外取締役2名）

事 業 群（運輸、不動産、流通、レジャー・サービス）

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
専
門
委
員
会

会
計
監
査
人環

境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
専
門
委
員
会

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
お
よ
び

リ
ス
ク
管
理
専
門
委
員
会

内
部
統
制
委
員
会

内
部
統
制

制
度
の
構
築

監査内部
統制室

▼コーポレートガバナンス模式図

コーポレートガバナンス

　当社では、取締役会を経営機構の中心に据え、グループ

会社を含めた経営戦略および重要な業務執行の決定な

らびに監督を行っており、会社経営の経験者である社外

取締役2名を選任するなど、取締役会の体制充実に努めて

います。

　また、業務執行の局面では執行役員制度を導入して経

営統括部門およびグループの各事業を4つに区分した事

業群（運輸、不動産、流通、レジャー・サービス）に執行役員

を配置して、その迅速化を図っています。

　一方、監査役会を設置し、運輸行政および会社経営の

経験者、企業会計の専門家ならびに企業法務の専門家で

ある社外監査役3名を選任するなど、監査体制の充実に

努めています。
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京阪グループのCSR

▼コンプライアンス体制

京阪グループ コンプライアンス推進組織

社外アドバイザー参加

京阪グループC S R 委 員 会

コンプライアンス
および

リスク管理専門委員会

コンプライアンス
検討会

当社各部署・グループ会社
推進責任者

当社各部署・グループ会社
推進担当者

CSR推進体制

※1 当社のコンプライアンス体制、情報管理体制、リスク

管理体制などの方針に関して決議しました。

※2 コンプライアンスおよびリスク管理専門委員会

　　事業活動における法令遵守・リスク管理体制を構築し、
その実施状況を検証し、改善計画を立案しています。

　　（平成27年度は2回開催）

　　環境マネジメント専門委員会

　　環境保全活動を推進するために有用な環境マネジメント
システムを構築し、その実施状況を検証し、改善計画を立
案するとともに、環境に関するリスクを管理しています。

　　（平成27年度は2回開催）

　　情報セキュリティ専門委員会

　　保有情報資産の安全かつ適切な運用を図るために有用
な情報セキュリティ体制を構築し、その実施状況を検証
し、改善計画を立案するとともに、情報セキュリティに関
するリスクを管理しています。

　　（平成27年度は2回開催）

■ 京阪グループCSR委員会
　京阪グループの社会的責任を果たすため、内部統制お

よびリスク管理体制を構築し、その検証、評価、改善を迅

速かつ継続的に実施すること、また、ステークホルダーと

の対話を通じて経済的利益の追求と社会的責任の調和

を図ることを目的として、平成17年7月に「京阪グループ

CSR委員会」を設置しました。当社社長が同委員会の委員

長となり開催しています。（平成27年度は2回開催）

　また、「京阪グループCSR委員会」の下部組織として、「内

部統制委員会」および3つの専門委員会を設置しています。

　「内部統制委員会」では、取締役会で決議した内部統制

の基本方針※1に則り、京阪グループの内部統制の整備を

3つの専門委員会※2や関係部署と調整しながら推進し、

その整備状況を検証して内部統制の実効性を高めており、

平成27年度の活動を「京阪グループCSR委員会」ならび

に取締役会に報告しています。

■ コンプライアンス・ホットライン
　京阪グループに勤務する役員、社員およびそのほか

の従業員を対象に、当社監査内部統制室を事務局とする

「コンプライアンス・ホットライン」を開設し、社員が業

務上において気づいた違法あるいは不正と思われる行

為に関する情報の収集に努めるとともに、通報を受けた

情報について事実関係の調査を行い、社内各部署およ

び各社に必要な対策を講じる仕組みを整備しています。

　なお、調査結果の入手を希望す

る通報者に対しては適宜、連絡す

るものとしています。

　通報者の個人情報は厳重に保護

され、コンプライアンス・ホットライ

ン関与者など限定された者以外に

開示されることはなく、通報行為に

よって不利益な処遇を受けること

はありません。

■ 危機管理規程
　京阪グループにおける危機管理の指針そのほか必要

な事項を定めた「危機管理規程」を制定し、危機情報の

収集・管理・報告・公開、危機発生時の体制などの整備を

図っています。

　これを受けて当社各部署は「危機管理規程」に関する

細則を定め、具体的な危機に対処する仕組みを整備して

いるほか、グループ各社に対しては「危機管理規程」を遵

守させることとしています。

　また、危機対応能力の向上を図るため、「コンプライア

ンスおよびリスク管理専門委員会」のもとに「危機リスク

小委員会」を設置し、京阪グループに重大な影響を及ぼ

しうるリスクへの対応策の整備などに取り組んでいます。

■ コンプライアンス・リスク管理体制
　「京阪グループCSR委員会」のもとに「コンプライア

ンスおよびリスク管理専門委員会」を設置するとともに、

コンプライアンス推進組織として、当社各部署およびグ

ループ会社にコンプライアンス推進責任者と担当者を

選任し、同専門委員会とコンプライアンス推進組織との

間でコンプライアンスリスクに関する情報の相互提供を

行うことで、法令違反の未然防止および再発防止を図っ

ています。また、同専門委員会のもとにコンプライアンス

検討会を設置し、社外アドバイザーを交えてコンプライ

アンスリスクの評価・対応策を協議しています。

　なお、当社監査内部統制室が実施している当社およ

びグループ各社への内部監査においては、コンプライア

ンスの観点からも監査を実施しています。

　教育・研修については、階層別研修などの機会を通じ

て経営理念や京阪グループの社会的責任、コンプライア

ンスに関する教育を実施して意識の向上を図るととも

に、コンプライアンス・マニュアルを作成し、従業員のコ

ンプライアンス知識の向上を図っています。

コンプライアンス ・
ホットラインカード
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京阪グループのCSR

学生とのダイアログ

“こころまち つくろう”の実践−京阪電車での「CSアンケート」実施−

同志社大学でのゲスト授業

【開催概要】

日時：平成27年11月18日（水）10:45〜12:15
場所：同志社大学 今出川キャンパス
講師：京阪電気鉄道㈱ 経営統括室
　　　経営戦略担当（広報・CSR）
講義テーマ：

「京阪電気鉄道の
  環境CSR活動の取り組み」

■ 主なご意見とご提案（一部抜粋）
◉グループとして多角的な経営を行っているにも関わらず、ＣＳＲ報告書に　
　グループ会社の取り組みについての記載が少ないと感じた。グループ全体と
　しての活動報告をしてほしい。

◉鉄道会社はどの会社も沿線の利用者にはとても愛されているゆえ、ＣＳＲ活動
　やお客さま満足度の向上が大変重要であると感じた。

◉ひらかたパークのジェットコースターのメンテナンスを自社で行っていること
　を知り、驚いた。

◉「安全への取り組み」の説明を聞き、京阪電車が「安全」を何よりも大切にし
　ており、「これからも安心して京阪電車に乗れる」と感じた。

◉学生が企業に意見を発信できる場として、またステークホルダーとして対等
　に意見を交換できる場として、非常に貴重な機会だった。

◉「ＣＳアンケート」で改善要望１位だった「トイレの清潔さ・安全」について、
　具体的にどのように対応することになったのか、掲載してもらいたい。　

　京阪電気鉄道㈱では、鉄道を「安全安心」にご利用いただくことはもちろん、便利で快適なサービスをご提供することも使命

と考え、「CS※アンケート」を実施しています。普段は「京阪電車お客さまセンター」（P.29参照）に届きにくい潜在的なご意

見・ご要望を把握し、今後のサービスや業務の改善につなげていきます。　 
※Customer Satisfactionの略で、「お客さま満足度」の意味。

【実施概要】

  京阪線

配布日・場所：
平成27年10月18日（日）

「ファミリーレールフェア2015」会場（寝屋川車庫）

平成27年10月21日（水）・25日（日）
淀屋橋、京橋、枚方市、丹波橋、祇園四条の各駅

平成27年10月27日（火）〜11月13日（金）
Webアンケート

回答数：2,249通 ※配布5,250通、回答数1,728通（回答率32.9％）

※Webアンケートでは521通回答

  大津線

配布日・場所：
平成27年10月28日（水）
京阪山科、石山寺、京阪石山、京阪膳所、皇子山、
近江神宮前の各駅

平成27年11月3日（祝）
「大津線感謝祭2015」会場（錦織車庫）

回答数：470通　※配布1,560通、回答数470通（回答率30.1％）

■ 情報セキュリティ
　京阪グループでは、情報セキュリティの維持・向上を図

るため、「情報セキュリティ専門委員会」を設置し、リスク

低減の取り組みを行っています。

　個人情報の保護については、グループ会社毎に個人

情報保護規程を定めて個人情報の安全な運用、管理

に努めています。また情報の漏洩などがないよう、専用

サーバを導入するなど、万全の注意、対策を行っています。

ステークホルダーダイアログ

京阪線に加え、今回、大津線を対象としたアンケートを初め

て実施しました。60%を超えるお客さまに「大変満足」「満

足」と評価いただきましたが、駅の安全対策や車内・駅での

マナー、運賃・乗車券などを中心に、改善を要望されるお声

も頂戴しています。これらの

お声をサービスや業務の改

善に反映していきたいと考

えています。

総合的なお客さま満足度については、前回アンケート時よ

りも改善しましたが、ダイヤ乱れ時の対応や駅のトイレ環

境、事故防止の取り組みや安全などに対し、厳しい評価やお

声を頂戴しています。これまでのお客さまからのご要望など

を踏まえ、旅客案内ディスプ

レイの設置によるお客さま

への情報提供の充実（P.30

参照）や祇園四条駅トイレリ

ニューアル（P.29参照）など

に取り組んでいますが、今後

も改善を重ねていきたいと

考えています。

▼お客さまの満足度

大変満足

17.0%
ふつう

10.7%

少し不満

2.1%

不満 0.9% 大変不満

0.2%

満足 

51.6%

少し満足 

17.4%

▼お客さまの満足度

大変満足

12.4%ふつう

15.2%

少し不満

2.6%

不満 0.9% 大変不満

0.4%

満足 

51.3%

少し満足 

17.2%
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　鉄道事業やケーブルカーなどを営む京阪電気鉄道

㈱・叡山電鉄㈱・京福電気鉄道㈱・中之島高速鉄道㈱・

比叡山鉄道㈱、バス事業を営む京阪バス㈱・京都京阪

バス㈱・京阪京都交通㈱・江若交通㈱・京都バス㈱、観

光船業を営む琵琶湖汽船㈱・大阪水上バス㈱の各社で

は、鉄道事業法などの法律に基づき、「運輸安全マネジ

メント」に取り組んでいます。

　お客さまに安心してお乗りいただける安全な交通機

関を目指し、「安全管理規程」を制定するとともに「安全

統括管理者」を選任し、安全管理体制の構築・改善に関

する取り組みを経営トップの主体的な関与のもと、継

続しています。

京阪グループ各社の
運輸安全マネジメント

京阪グループは、社会に信頼される企業を目指して事業を展開していますが、その根底には、創業以来一世紀にわたり

育み守ってきた「安全安心」があります。今後も、変わることのない企業の重要な責任のひとつである「安全安心」の

基盤をさらに強固にしていきたいと考えています。

安全安心のために

社会への取り組み
京阪グループのこれまでの歴史は、さまざまなステークホルダーの皆さまとともに築き上げてきたものです。
今後も、常に社会における当社グループの役割を考えながら、ステークホルダーの皆さまとの関わりを通して、
社会に貢献できるよう、事業活動に取り組んでいきます。

京阪ホールディングスWebサイト 
「こころまち つくろう」
京阪グループのブランドスローガンである「こころまち 
つくろう」をページタイトルに、京阪グループが普段行っ
ているさまざまな活動や、沿線のさまざまなシーン・
表情について、写真とレポートで紹介しています。
こうした情報を通じ、京阪グループがお客さまに提供
することを約束している「 安全安心」「 やさしさ」「 心
のこもった」などの価値を表現したいと思います。

http://www.keihan-holdings.co.jp/brand/
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京阪電車の安全に対する取り組み

http://keihan.co.jp/corporate/safety/

■ 安全を守る日々の取り組み
　事故や災害などの非常事態に備えて多様な訓練を実施し

ています。そのなかでも、毎年行われる総合事故復旧訓練と

総合防災訓練は、京阪電気鉄道㈱のみならず、近畿運輸局な

どの関係機関の協力のもとで実施しています。毎回さまざま

な状況・場面を設定し、緊急事態発生時にも速やかに行動

をとれるようにしています。また、爆発物などの危険物によ

るテロ行為を想定した鉄道テロ対応訓練も実施しています。

　このほか、安全設備やその他関連機器の保守・点検を

徹底するために必要な技術継承教育、運転士が備える

べき知識・能力の維持向上のための技能講習を実施し、

安全確保のために日々取り組んでいます。

■ ひらかたパークの安全対策
　「ひらかたパーク」では京阪電気鉄道㈱の鉄道技術

部門が安全性を確認し、一部の遊戯機のメンテナンス

を寝屋川車両基地で行っています。

　鉄道会社直営の強みを活かし、鉄道車両で実施する

検査等を遊戯機に応用することで、高い技術レベルでの

安全確保に取り組んでいます。

京阪電気鉄道㈱の安全に対する取り組みの詳細は、同社
Webサイトに掲載の「安全報告書」をご覧下さい。

ジェットコースターの分解整備

　お客さまの日常生活を支える鉄道を安全に、安心して

快適にご利用いただくため、京阪電気鉄道㈱では、ハー

ド・ソフト両面からさまざまな取り組みを行っています。

■ 安全設備の充実
　昭和42年に関西民鉄で初めてATS（自動列車停止装

置）を導入しました。さらに現在、より一層の安全性向上

のため、京阪線において多情報連続制御式の新型ATSへ

の全面更新に取り組んでいます（平成27年度下期から深

草ー出町柳間で使用を開始し、順次対象区間を拡大）。

　また、運転士や車掌がお客さまの乗降を確認し、安全

に閉扉を行うための監視用テレビ装置の高輝度化やハ

イビジョン化、ホームからの転落やホームと車両の間で

の落下に関する対策として、ホーム足下灯のLED点滅

式への更新や新設、ホーム転落検知装置や非常通報ボタ

ン等の設置を行うなど、安全最優先の原則に則り、安全

設備の充実を図っています。

　このほか、駅の信号機、ポイント、行先表示器、案内

放送などを自動的に制御する「自律分散式列車運行管

理システム（ADEC）」により、安全で円滑な運行管理を

維持しています。さらに、地震への対策として、駅や高架

橋などの耐震補強も進めています。

▼新型ATS概要図

列車が作成する停止速度パターン
(この速度以内であれば停止信号までに停止できる）

運転速度

速度Ｖ[km/h]

信号機までの距離　300m
運転速度　　　　　50km/h
速度チェック　ＯＫ！

進行方向

信号機までの距離　121m
運転速度　　　　　50km/h
速度超過　ＡＴＳ動作

ＡＴＳ信号

ＡＴＳ信号

自律分散式列車運行管理システム（ADEC）ハイビジョン監視用テレビ装置

電気設備点検線路点検

車両点検 総合事故復旧訓練

社会への取り組み
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バス会社における安全への取り組み

さまざまな訓練の実施

食の安全安心への取り組み

研修風景（京阪バス）

複合使用建物防災訓練（京阪電気鉄道ほか）

自動ブレーキ緩解訓練（比叡山鉄道）

新入社員教習（江若交通）

大津波警報対応訓練（大阪水上バス）

　京阪グループのバス会社では、新入社員教習、運行

管理者研修、業務研修会、外部教育機関の活用などさ

まざまな教育や研修を実施し、事故発生防止に努めて

いるほか、京阪バス㈱では、「3秒・3mルール」（①発進

時3秒の確認、②走行時3秒の車間、③停車時3mの車

間）といった、運転手にとって分かりやすくかつ実践的

な取り組みを行っています。平成28年度は、ドライブレ

コーダーやデジタルタコグラフを活用した教育を積極

的に実施し、安全運転指導の強化に取り組んでいきます。

　京阪グループ各社では、万が一の災害や事故などの

発生に備え、訓練を積極的に実施しています。

　京阪電気鉄道㈱では、P.27で紹介した訓練のほか、平

成24年度より駅に隣接する商業施設などと合同で「複合

使用建物防災訓練」を実施し、施設横断的な連絡体制など

を確認し、さらなる安全性の向上を図っています。

　大阪水上バス㈱では、大津波警報発令時のお客さま

誘導や船員の安全確保などを確認するための訓練を

実施しています。

　坂本ケーブルを運行する比叡山鉄道㈱では、営業路線

が急こう配であることから、ブレーキ装置に対する社員

の習熟等を目的に、「自動ブレーキ緩解訓練」を実施し

ています。

　これらのほか、グループ各社の訓練は、「危機リスク小

委員会」（P.24参照）で計画と実績のフォローアップを

行っています。

■ お客さまに安全に
　 召し上がっていただくために
　京阪グループのホテル各社では、「食物アレルギー事

故防止」「異物混入防止」「衛生管理」など、食の安全に関

する規程や運用マニュアルの整備に加え、グループ横断

的な情報共有や研修の開催により、お客さまに安全安心

なお食事を提供できるよう努めています。

　「食物アレルギー事故防止研修」では、食物アレルギー

の方々を支援するNPO法人と連携して、ホテル各社のレ

ストラン、宴会場などお食事の提供に関わる従業員を受

講対象に、基礎知識や事故事例、事故発生時への対応

について理解を深め、アレルギーの有無確認から調理、

サービスに至るオペレーション改善に日々取り組んで

います。

食物アレルギー事故防止研修

■ オーガニック食品の普及拡大に向けた
　 取り組み
　㈱ビオ・マーケットでは、有機農産物や有機加工食品

などを販売しています。

　有機農業は、化学合成された肥料や農薬に頼らず、人や

自然環境への負荷を最小限に抑え、循環型社会の保全

に寄与しますが、その普及のためには、生産者・製造者

の方々やお客さまの相互理解やコミュニケーションが不

可欠です。

　食の安全安心に対する関心が高まる中、同社では、生

産者・製造者の方々との協働体制を築くとともに、産

消交流イベント「オーガニック・ライブ」や、体験農場「リ

サーチ・ファーム」など、さまざまな企画を通じ、おいしく

て安心なオーガニック食品の生産・流通の拡大に取り

組んでいます。

オーガニック・ライブ リサーチ・ファーム

社会への取り組み
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お客さまの声に応えて 京阪電車の「 お客さまにやさしい
鉄道」を目指した取り組み

京阪グループでは、お客さまに選ばれる企業を目指してサービス向上に取り組んでいます。お客さまからの声を真摯に

受け止めるとともに、ひとりでも多くのお客さまに信頼・満足いただける品質の高いサービスを提供できるよう、日々

事業活動に取り組んでいきたいと考えています。

お客さま満足のために

■ 「京阪電車お客さまセンター」を
　 中心としたCS推進体制
　平成19年11月に京阪電気鉄道㈱内に開設した「京阪

電車お客さまセンター」では、列車時刻や乗り換えほかの

お問い合わせ、列車ダイヤ・係員の執務・車内や駅のご利

用環境などに関するご意見・ご要望、あるいは称賛を頂

戴し、これらを経営に活かすよう取り組んでいます。また、

平成20年3月からは、「お客さまの声」を基に、CSの実現

に特化した「鉄道CS小委員会」にて検討を重ねています。

　京阪グループ各社に関するご意見・ご要望を承った場

合は、各社と情報連携し、各社より適切に対応を行って

います。

　平成27年度には、のべ約48,000人のお客さまにご

利用いただきました。

　他の京阪グループ各社においても、お客さま対応窓

口などを適宜設けているほか、平成28年4月に開設し

た当社Ｗｅｂサイトでは、京阪グループ全体や当社に対す

るご意見・ご要望などを受け付けるとともに、グループ

各社の窓口をご案内しています。

http://www.keihan-holdings.co.jp/contact/

コンシェルジェ

■ お客さまにやさしい駅

　京阪線では、全駅係員を「コンシェルジェ」と位置づけ、

CS研修を実施し接客レベル向上を図るとともに、主要

駅には「けいはんインフォステーション」を設置、すべて

のお客さまに駅を快適にご利用いただけるよう、きめ細

かなご案内に努めています。

　京阪線では、障がいのあるお客さまも快適に駅をご

利用いただけるように、新入社員を対象にヒューマンサ

ポート研修を実施しています。

　障がいのあるお客さまや外国人のお客さまとの円滑

な意思疎通を目的に、「コミュニケーションボード“心の

やりとり”」を京阪線全駅・大津線主要駅に設置していま

す。また、京阪線全駅のホームにおけるエレベーターなど

の位置を示した「位
い っ ち

置ゃん」を、京阪線各駅でのご案内に

使用しています。

コンシェルジェとけいはんインフォステーション

ヒューマンサポート研修

心のバリアフリーへの取り組み

けいはんインフォステーション

　清潔感の向上を基本としながら、高齢者や子育て世代

にやさしく、さらには訪日外国人の増加など社会環境の

変化にもお応えできる機能を備えたトイレ空間づくりを

目指します。個室は全洋式化し温水洗浄便座を導入、パ

ウダーコーナーや幼児用器具の設置、訪日外国人に配慮

した分かりやすいご案内を施すほか、環境に配慮し、節水

タイプの衛生器具やＬＥＤ照明の採用を進めていきます。

　平成28年6月、祇園四条

駅トイレのリニューアルが

完了しました。順次、京都地

下線の各駅（七条～出町柳

駅）で整備を進めて行く予

定です。

快適なトイレ環境の整備

祇園四条駅トイレ

社会への取り組み

29KEIHAN GROUP CORPORATE REPORT 2016



　ダイヤ乱れ時など異常時におけるお客さまへの情報

提供の充実を図るため、平成28年3月より「旅客案内

ディスプレイ」を京阪線17駅で使用開始しました（平成

28年8月1日現在18駅）。平成29年度中には京阪線全

駅に設置する予定です。平

常時は沿線観光案内やマ

ナー啓発などに活用し、案

内サービスの充実を図っ

ていきます。

　車内に車いすスペースを順次設置しており、平成28年

3月31日現在440両となっています。

　また、非常時に乗務員と直接通話ができる非常通報器

を416両に、出入口上部に列車種別や行先、停車駅、次駅

で開くドアの方向案内などを表示する車内案内表示器を

386両に設置しています。

　平成26年3月より新たに導入した13000系新造車両

とリニューアル工事を実施した6000系車両合計42両に

は、目の不自由なお客さまのために、乗降口扉の開閉を音

でご案内するドアチャイムを新たに設置しています。

　身体の不自由な方などのために設置している優先座

席は、座席の枕カバーや座席背もたれ、カーテンやステッ

カー等で、表示や色分けすることによりそのゾーンを明確

にしています。

　国および地方自治体と協力し、エレベーターをはじめ

としたバリアフリー化設備を順次整備しています。

　平成27年度は、深草駅にエレベーターや多機能トイレ

を整備しました。平成28年4月1日現在、一日の平均的な

乗降人員3,000人以上の64駅のうち、61駅のバリア

フリー化（段差解消）が完了しています。

旅客案内ディスプレイの設置

車両のバリアフリー

駅のバリアフリー

旅客案内ディスプレイ

深草駅多機能トイレ深草駅エレベーター

■ バリアフリー化の取り組み

運行状況確認用携帯電話

非常通報器車いすスペースと優先座席

車内案内表示器

■ Webサイトでの延着証明書の閲覧・印刷
　お客さまの利便性向上のため、5分以上の列車遅延が

発生した際、京阪電車Webサイトで延着証明書を掲載し

ています（平成28年4月より大津線を対象路線に追加）。

これにより、延着証明書をWebサイ

トから閲覧・印刷できるようになり

ました（各駅で発行しているものと

は異なります）。

■ 業務用携帯電話の携行（乗務員）
　乗務員（車掌およびワンマン列車担当運転士）が主

に運行状況を確認するために携帯電話を携行していま

す。これは、当社線や当社線と接続する他社線で遅延や

運休といった輸送障害などが発生した場合に、これま

での列車無線による連絡に加えて、最新の状況を乗務

員に随時メールで配信す

ることで、お客さまへの

情報提供体制の強化を

図るためのものです。

■ AEDの設置
　お客さまの救命率向上のため、主要駅にAED（自動体

外式除細動器）を設置しています。

　また、駅係員が研修会などで心肺蘇生術を体験した

り、新入社員を中心に普通救命講習を受講しています。

これまでに数件の心肺停止したお客さまの蘇生に貢献

しました。

Web延着証明書

AED 普通救命講習

社会への取り組み
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京阪グループ各社の
お客さま満足度向上への取り組み

■ バスロケーションシステム
　京阪バス㈱と京阪京都交通㈱、江若交通㈱の堅田営

業所管内では、「バスロケーションシステム」を提供して

います。

　これは、より多くのお客さまに快適にご利用いただけ

るバスサービスを目指した取り組みの一環で、路線バス

に搭載したGPS端末を活用し、バスの位置情報や到着

予定時刻などをお客さまのパソコンや携帯端末にお知

らせするものです。

■ バス会社におけるバリアフリーへの
　 取り組み
　京阪グループのバス会社では、高齢者や身体障害者

の方がご利用しやすい「ノンステップバス（乗降口に階段

がないバス）」、「ワンステップバス（乗降口の階段が一段

になっているバス）」、「リフト付バス（車いすのままリフト

に乗り、そのまま乗車いただけるバス）」などのバリアフ

リー車両を積極的に導入しています。また、新入社員教

習などで、車いすをご利用のお客さまが乗車するときに

注意すべき事項などについても教習を実施しています。

バスロケーションシステム（パソコン画面） 発車案内モニタ（京阪バス）

ファインフラッツ関目ザ・レジデンス

ノンステップバス（江若交通） バリアフリー教習（京阪バス）

■ 付加価値の高いマンション開発
　京阪電鉄不動産㈱では、お客さまのニーズや課題を

的確に把握したマンション開発を推進しています。

　省エネや環境に対する関心の高まりを受け、経済産業省

「スマートマンション※評価制度」を活用したマンション

を積極的に開発・分譲。また、「ファインフラッツ関目ザ・レ

ジデンス」は、敷地特性を生かしたコミュニケーション空

間づくりのデザインが高く評価され、(公財)日本デザイン

振興会主催「グッドデザイン賞」を受賞するなど、お客さ

まに価値を感じていただ

けるマンションづくりに取

り組んでいます。
※マンション全体でエネルギー管理を行い、
　エネルギーの効率的な使用や無理のな
　い節電を実現するマンション

　平成26年3月にリニューアルオープンした「KUZUHA 

MALL」は、高齢者やお体の不自由な方々にも、スムーズか

つ安心してご利用いただけるバリアフリー法適用建築物

です。また、お子さま連れのママにも、ご家族で快適にお

買い物を楽しんでいただけるよう、ベビーカーの貸し出

しサービスはもちろん、授乳室やおむつ替えシート、子

ども用トイレ便器、キッズスペースなどを各館に設置して

います。

　ひらかたパークでは、平成25年に行った中央イン

フォメーションの建替えに伴い、ベビールームを大幅に

拡張したのをはじめ、園内やプール・スケートエリアの

各インフォメーションのベビールームを、授乳室やおむ

つ替えシートのほか調乳器を備えたものに順次リニュー

アルしました。お子さま連れのママはもちろん、パパや

ご家族も快適にご利用できる設備を整えています。

「KUZUHA MALL」の取り組み

「ひらかたパーク」の取り組み

フロントホスピタリティコンテスト

キッズスペースKUZUHA MALL

正面インフォメーションベビールーム 中央インフォメーションベビールーム

■ 「KGHグランプリコンテスト」の開催
　㈱ホテル京阪・京都タワー㈱・㈱琵琶湖ホテル・㈱京都

センチュリーホテルの京阪グループホテル4社は、平成

25年から、若手社員を対象としたコンテストを合同で開催

しています。

　これまで、「フロントホスピタリティ」「料理」「レストラン

サービス」をテーマに開催し、平成28年6月にはプリンス

ホテル（グランドプリンスホテル京都・びわ湖大津プリンス

ホテル）と初めて共同開催を実現しました。各社スタッフ

の接客サービス・料理レベルやモチベーション、そしてグ

ループホテル全体のサービス向上を図り、よりお客さまに

愛されるホテルグループを目指しています。

■ お客さまにやさしい施設づくり

社会への取り組み
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有料老人ホーム「ローズライフ京都」 デイサービス

■ くずはエリアの生活支援サービス
　当社と㈱京阪ザ・ストアでは、京阪電車樟葉駅直結の「京

阪くずは駅ビル」と「京阪くずは駅ビル南館」において、生

活支援サービスを充実させています。

　カルチャーセンターや保育施設、家事代行、訪問介

護・訪問看護サービス・福祉用具レンタル、住宅リフォー

ムなどのラインナップが揃っており、くずはエリアにお

住まいの方々の豊かな生活のサポートを目指しています。

　京阪グループでは、子育てしやすく高齢者に優しい環

境を整備するなど、さまざまな世代が安心して暮らしや

すい街づくりに取り組んでいます。

■ 京阪のリフォーム
　京阪電鉄不動産㈱では、京阪東ローズタウン（東RT）と

京阪くずは駅ビルを拠点とし、地域の皆さまに安心いた

だけるリフォームを提供しています。東ＲＴ店は京阪ファー

ストリフォームプラザとし、近郊最大級のショールームに

なっており多数のプランをご確認いただける総合ショー

ルーム。京阪くずは店は立地条件を生かし、きめ細かな

サービスを案内・提供できる窓口として運営しております。

リフォームを通じ「こころまち」を傍で感じていただける

サービスに取り組んでいます。

■ 京阪ホームセキュリティ
　京阪ビルテクノサービス㈱では、24時間体制で各ご

家庭の安全安心な生活を見守り、異常発生時にはすみ

やかに駆けつける「京阪ホームセキュリティ」サービス

を提供しています。

　加えて、京阪東ローズタウンでは、警備巡回車が街を

常時パトロールするタウンセキュリティも構築。犯罪や

不審者の侵入の抑止に寄与しています。平成26年から

は女性社員による「コンシェルジュ」サービスも開始し、

街の安全安心の向上に向けたコミュニケーションにも

取り組んでいます。

■ 京阪ライフサポート
　京阪ライフサポート㈱は、「Quality of Life（生活の

質）」の向上、「Normalization（誰にも優しい街づくり）」

を目指し、高齢者支援事業に取り組んでいます。

　現在、有料老人ホームを3ヵ所、デイサービスセンター

を4ヵ所、居宅介護支援事業所・居宅サービス事業所を

各5ヵ所開設しており、京阪沿線を中心に高齢者の方々

が安心できる生活環境づくりに努めています。

■ 淀白
はくちょう

鳥保育園分園
　平成27年4月、京阪電車淀駅高架下に京都市認可保

育所「淀白鳥保育園分園」を開設しました。京阪グループ

の施設としては、京阪くずは駅ビル南館の保育施設に続

く2ヵ所目となり、京阪電気鉄道㈱が園舎を建設・整備し、

地域で人気のある社会福祉法人淀福祉会が運営してい

ます。今後も、働きながら子育てしやすい環境を整備する

ことにより、地域の皆さま

とともに、お子さまの健や

かな成長を見守る沿線環

境の向上に取り組んでい

きます。

京阪のリフォーム　京阪くずは店

カルチャーセンター

警備巡回車

京阪ファーストリフォームプラザ

京阪くずは駅ビル（手前）と
京阪くずは駅ビル南館（奥）

京阪ホームセキュリティ

■ 京阪の家事サービス「カジスキー」
　京阪電鉄不動産㈱は、平成28年7月21日より、

京阪の家事サービス「カジスキー」を新たに開始し

ました。

　これは、家事代行サービスやハウスクリーニング

をはじめ、家事や住宅に関わる「お困りごと」をワン

ストップで承り、専門事業者と提携した各種サービ

スをご紹介・お届けするもので、多世代のお客さま

が住まう京阪沿線の快適で暮らしやすい生活イン

フラとなることを目指しています。
※サービス対象エリア…枚方市、八幡市、京田辺市、寝屋川市（一部地域を除く）

さまざまな世代が安心して
生活しやすい街づくり

淀白鳥保育園分園

社会への取り組み
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海外からのお客さま満足度向上
に向けた取り組み

お客さまとのコミュニケーション

関西ツーリスト
インフォメーションセンター 京都

京阪ツーリスト
インフォメーションセンター祇園四条

　世界的観光地である京都をはじめ、大阪、滋賀を中心

に事業を展開する京阪グループでは、増加する訪日外国

人旅行者のお客さまが快適に旅を楽しんでいただけるよ

う、さまざまな施策に取り組んでいます。

■ おけいはんキャンペーン
　京阪電車と京阪沿線により親しみを持っていただくた

めに、平成12年からおけいはんキャンペーンを実施して

います。

　平成27年11月からは、6代目おけいはんとして、「おけ

いはん検定」で選ばれた林真帆さんを起用。「沿線の達人」

をテーマに、時に本物の達人に教えを請いながら沿線の

達人を目指す姿を通じて、沿

線の魅力をご紹介しています。

　テレビCMやポスター、

ホ ーム ペ ージ「 沿
えん

達
たつ

お け

い はん 」を 展 開 して い る

ほ か、お けい はん 自 身 が

発信するSNS（Facebook、

Instagram）など、さまざまな

切り口で発信しています。

■ 観光案内所の開設
　京阪電気鉄道㈱は、㈱JTB西日本と共同で、平成27年

6月、京都タワー内に訪日外国人専用の観光案内所「関西

ツーリストインフォメーションセンター 京都」を開設しま

した。京都を中心に全国の観光情報のご案内や旅行手配

のほか、手荷物配送サービスなども提供しています。

　また、平成28年4月には京阪電車祇園四条駅に観光案

内所「京阪ツーリストインフォメーションセンター祇園四条」

を開設しました。京都の歴史や文化に精通し、外国語

対応も可能な㈱らくたびのスタッフが常駐しています。

■ 無料公衆無線LANサービスの充実
　鉄道やホテル、レジャー各社を中心に、無料公衆無線

LANサービス利用可能エリア拡大に取り組んでいます。

　既に導入済みの京阪電車京橋駅以西8駅（OSAKA 

Free Wi-Fi）や坂本ケーブル2駅（びわ湖Free Wi-Fi）、グ

ループ全ホテルの客室・ロビーなどに加え、平成27年度は、

京阪電車の京都市内主要駅（11

駅）や京都タワー展望室（1･5階）

に「KYOTO Wi-Fi」を、琵琶湖汽船

㈱の全船舶に「びわ湖Free Wi-

Fi」をそれぞれ導入しました。

■ 多言語対応の強化
　京阪電車・叡山電車・京福電車で駅ナンバリングを完

了するなど、グループ施設の案内サインの多言語化を

進めるとともに、ご案内時の補助ツールとして、鉄道や

ホテル各社を中心に、コミュニケーションボードやタブ

レット端末の導入を進めています。

■ 「K PRESS」の発行
　京阪電車をはじめとする京阪グループをご利用され

るお客さまに沿線情報や営業情報を提供するため、情報

誌「K PRESS」を毎月1回、約20万部発行し、駅や京阪

グループの商業施設を中心に無料で配布しています。季

節に応じた特集をはじめ、沿線の観光スポットやイベン

ト、京阪グループの情報を掲載し、おでかけやショッピ

ングなどに活用していただいています。

　また、京阪電車の鉄道に関す

るお知らせのページとして「く

らしのなかの京阪」を設け、鉄

道に関する情報のほか、各種

工事状況、安全施設・バリアフ

リーなどに関するお知らせや、

マナー向上についてのお願い、

CSRに関する内容を掲載し、便

利に快適に、京阪電車をご利用

いただけるよう努めています。

おけいはん

「K PRESS」駅ナンバリング（京阪電車）

多言語対応バッジ

「びわ湖Free Wi-Fi」
ロゴ

「KYOTO Wi-Fi」
ロゴ

「Osaka Free 
Wi-Fi」ロゴ

　また、国旗を模した「多言語対応バッジ」を作成し、

ホテル各社を中心に、該当する言語での対応が可能な

従業員が着用しています。

社会への取り組み
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明日を担う世代のために

　叡山電鉄㈱では、修学院車庫を一般公開し、平成27年

10月31日に、11回目となる「えいでんまつり」を開催し

ました。

　イベントトレイン「きらら」での入場・洗車体験や、開業

90周年記念ブースでの貴

重な資料の展示、車庫と主

要駅を巡るスタンプラリー

などのイベントを実施し、

約3,000人のお客さまに

ご来場いただきました。

■ お客さま感謝イベント
　京阪グループでは、地域にお住まいのお客さまに感謝

の気持ちをお届けするとともに、もっと京阪グループを身

近に感じていただくため、さまざまなお客さま感謝イベン

トを毎年開催しています。

■ 体験学習、見学会の実施
　京阪電気鉄道㈱では、地域社会から信頼される企業

を目指し、平成10年度より沿線の中学校を中心に車両

工場での体験学習を受け入れており、平成27年度には

寝屋川市や門真市などから、計8校の受け入れを行いま

した。また、学校団体を対象とした見学も受け入れており、

高い公共性を有する運輸業を中心に、地域社会に密着した事業を営む京阪グループにとって、今後も持続的に発展して

いくためには、地域社会との共生は重要な使命です。今後も京阪グループでは事業活動を通じて、地域社会に貢献でき

る活動を継続していきたいと考えています。

地域社会のために

ファミリーレールフェア

えいでんまつり

嵐電フェスタ

ひらかたパークでの展示の様子

　京阪電気鉄道㈱では、寝屋川車両基地を一般公開し、

平成27年10月18日に、14回目となる「ファミリーレール

フェア」を開催しました。

　運転台・車掌台での各種操作体験など、普段はなかな

か見たり触れたりすることができない電車の魅力を体

感いただいたほか、電車

との綱引き大会や京阪バ

ス車両の展示など、さまざ

まなイベントも実施し、約

13,000人のお客さまに

ご来場いただきました。

　京福電気鉄道㈱では、西院車庫を一般公開し、平成

28年3月26日に、6回目となる「嵐電フェスタ」を開催し

ました。

　車庫内の見学ツアーやクイズラリー、電車との綱引き

大会などのイベントに加

え、「嵐電」のキャラクター

「福王子ひかる」「あらん」

も登場し、約2,000人のお

客さまをお迎えしました。

　京阪電気鉄道㈱では、平成27年11月3日に、12回目

となる「大津線感謝祭」を開催しました。

　大津線の錦織車庫を一般公開し、鉄道車両や信号設備

などの展示、電車の運転体験など、電車の魅力を感じてい

ただけるよう内容を充実

させ、約3,000人のお客さま

にご来場いただきました。

ファミリーレールフェア

えいでんまつり

嵐電フェスタ

大津線感謝祭

■ ちびっこアーティスト号
　京阪電気鉄道㈱では、「京阪電車の美術館2015」を

テーマに絵画を募集し、沿線の小学生以下のお子さま

から3,756枚の応募がありました。一部作品について

は、「ちびっこアーティスト号」に展示・運転するとともに、

「 ちびっこアー ティスト

ギャラリー」として淀屋橋

駅など6駅で展示したほか、

全作品をひらかたパーク

のイベントホールで展示

しました。

■ 「こども110番の駅」への取り組み
　京阪電気鉄道㈱、叡山電鉄㈱、京福電気鉄道㈱、比叡

山鉄道㈱では、平成17年から関西の鉄道事業者33社

局共同の取り組みとしてスタートした「こども110番の

駅」を実施しています。お子さまが駅に助けを求めてきた

場合に保護し、お子さまに代わって110番通報を行うな

どの対応をとります。安全安心な地域づくりに貢献する

とともに、お子さまにとっ

て楽しく、フレンドリーな

やさしい駅を目指すもの

で、今では全国172社局

2,878駅（平成27年4月1

日現在）に広がっています。 こども110番の駅

大津線感謝祭

社会への取り組み
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地域社会とのコミュニケーション

　平成27年8月28日、グランキューブ大阪で「中之島な

つまつり2015」を開催しました。中之島で働く方や暮ら

す方との新たなコミュニティづくりを目指して、当社を含

む中之島に関わりの深い企業・団体が主催するもので、

今回で3回目となります。

　河内家菊水丸氏を迎えての盆踊り大会や地元有名店に

よるグルメ屋台に加え、今回は中之島バンクスでのミニク

ルーズや朝日放送「おはよ

う朝日です」オリジナル盆

踊りなどのプログラムが

加わり、当日は1万人を超

える方が来場されました。

■ ダウン症のお子さまの
　ダンスイベントへの協力
　ひらかたパークでは、社会貢献活動の一環として、「世

界ダウン症の日」である平成28年3月21日に、ダウン症

のお子さまによるダンス

イベントに会場を提供す

るとともに、参加者を招待

しました。

■ 「たわわちゃん」の児童福祉施設訪問
　京都タワー㈱では、節分・桃の節句、端午の節句に合

わせ、マスコットキャラクター「たわわちゃん」が地域の

施設を訪問、手作りのケーキをお子さまにお届けする社

会貢献活動を続けており、平成27年度で8回目（端午の

節句は9回目）となります。

　また、京都タワー開業当初より、展望室への招待も

行っており、こちらは52回目を数えます。

節分ケーキ

中之島なつまつり2015

車両工場見学（京阪電気鉄道） 嵐電教室（京福電気鉄道）

ダンスイベントの様子

　京阪電車中之島線なにわ橋駅地下1階コンコースの

「アートエリアB1」は、平成20年10月の同線開業にあ

わせて設置した施設です。「アート」「知」などをテーマにさ

　芸術をきっかけに中之島を訪れ、愛着と理解を深めて

いただき、中之島が持つ「文化・芸術の地」というイメージ

の発信を目指すアートイベントです。

　5回目となる今回は、平成28年4月～6月に、京阪沿

線の幼稚園、小学校、高校、商店街でワークショップを実

施し、趣旨に賛同いただい

たアーティストの作品を京

阪電車中之島線各駅に展

示するとともに、さまざま

な地域連携イベントを展開

しました。

アートエリアB1

キテ・ミテ中之島

中之島なつまつり2015

■ 中之島エリアにおける取り組み

展望室へのご招待

■ 京阪・文化フォーラム
　沿線の文化振興のため、当社では、京阪・文化フォーラ

ムを開催しています。その年に話題となったものや、歴史

や文化など沿線の活性化につながるものをテーマにして

います。

　平成27年度は南海電気

鉄道㈱との共同開催を含

めて4回開催し、たくさん

のお客さまにご参加いた

だき好評を博しました。 京阪・南海文化フォーラム

まざまなプログラムを実施し、中之島エリアの文化・芸術・

知の創造と交流の場として活用しており、同駅が「コミュニ

ケーション空間としての駅」となることを目指しています。

　平成27年度は「鉄道芸術祭vol.5」や日本センチュリー

交響楽団メンバーによるクラシックミニコンサートなど

のプログラムを実施しました。

平成27年度には沿線の学校を中心に、約930人の方が

見学されました。

　京福電気鉄道㈱では、子どもの頃から嵐電に親しんで

いただく取り組みの一環として、西院車庫において、沿

線の小学生に安全を守る仕事や公共交通機関の利用マ

ナーなどを学んでいただく「嵐電教室」を平成27年度よ

り開始しました。

　その他、さまざまなグループ各社で、自治体からの要請

に応じ、職場体験学習を受け入れています。

クラシックミニコンサート鉄道芸術祭vol.5

キテ・ミテ中之島での展示作品（なにわ橋駅）

社会への取り組み

35KEIHAN GROUP CORPORATE REPORT 2016



■ 塔体ライトアップによる啓発活動への協力
　通常は白色で塔体の夜間ライトアップをしている京都

タワーですが、年に数回、各種キャンペーンのメッセージ

カラーにライトアップの色を変更し、さまざまな啓発活

動に協力しています。

　平成28年3月には照明をLED化し、大幅な消費電力

削減が可能となりました。

　平成27年に開業50周年を迎えた京都タワー㈱は、京

都の玄関口のランドマークとして

の活動を評価され、「京都創造者

大賞2015」を受賞しました。

熊本地震被災地域の復興支援
　㈱かんこうでは、平成28年4月発生の熊本地震被災地

域において、航空機による緊急撮影を行いました。

　これは、国土地理院と㈶日本測量調査技術協会に加盟

する航空測量会社との「災害時における緊急撮影に関する協定

書」に基づき、国土地理院からの要請により実施したものです。

　熊本県と大分県の約478㎞2の被災状況を空撮により記

録し、現地における救援活動や交通インフラの被災状況の

把握などに活用いただいています。

　また、京阪ホールディングス㈱より、被災地復興に役立

てていただくべく、義援金を500万円拠出しました。

■ 沿線の大学との連携
　当社は、沿線のさらなる活性化や将来のファン作りの

ためには、多くの学生を擁する沿線の大学との連携強化

が重要であると考えています。

　同志社大学とは、平成22年度より、連携イベント「サーク

ルステーション IN 三条」を展開しており、平成27年度には

立命館大学にも参加いただきました。

　また、京都産業大学においては、平成26年度よりPBL

（Project-Based-Learning/課題解決型学習）授業に

参加し、学生目線による旅客誘致策を考えていただき

ました。

　他にも、さまざまな大学

との間で積極的に産学連

携の取り組みを推進して

おり、今後も強化していく

予定です。

■ おけいはんモール「おまつり委員会」
　㈱京阪流通システムズでは、同社が展開する京阪沿線の

「おけいはんモール」※をご利用いただくお客さまをおも

てなしし、ともに楽しむことを目的として、「おまつり委員

会」を発足しました。

　平成27年12月に実施したイベント「サンタがお家に

やってくる！？」では、同社の社員がサンタクロースに扮し、

抽選で選ばれたお客さまのご自宅（70世帯）にプレゼン

トをお届けしました。

　同社では、地域のお客さまとの「リアルなつながり」を重

視したショッピングセンターの運営を目指していきます。
※「京阪シティモール」「京阪モール」「KUZUHA MALL」を指す

お客さま宅訪問の様子 お子さまからのお手紙

2015サークルステーション ＩＮ 三条

京都創造者大賞 2015 表彰状世界自閉症啓発デーへの協力
（ブルーにライトアップ）

航空カメラ搭載機 被災地の様子

■ 「食育」に関する取り組み
　食品フロアに強みを持つ㈱京阪百貨店では、高品質で

おいしい、安全安心な食の提供を心がけるとともに、食文

化の継承やお客さまと生産者の交流促進などを目的に、

「食育」をテーマとした活動を実施しています。

　平成27年度は、石川県のお米の生産現場を訪問し、

お客さまに田植えと餅つきを体験いただいたほか、相愛

大学と体組成の測定や食育SATシステムによる食事診

断、食生活相談などの“食育フェスタ”を開催するなどの

イベントを展開しました。

田植え体験 食育フェスタ

■ ブラインドゴルフ大会への協力
　㈱樟葉パブリック・ゴルフ・コースでは、NPO法人大阪

視覚障害ゴルファーズ協会主催「大阪視覚障害者親睦ゴ

ルフ大会」の開催に協力しています。

　平坦な河川敷というブラインドゴルフに適したコース

特性に加え、パブリックコースとしての社会貢献の観点

から、平成13年の第1回大会から会場提供を継続してい

ます。また、年間約10回の練習ラウンドの実施にも協力

しています。

サポーターとともにラウンド

社会への取り組み
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　市民団体「石坂線21駅の顔づくりグループ」と「電車

と青春21文字プロジェクト」が共催する「電車と青春21

文字のメッセージ」募集事業を展開し、歌人の俵万智さ

んが選考した優秀作品を電車ボディにラッピングした

■ 情報開示とコミュニケーション
　当社では、株主・投資家の皆さまに当社および当社

グループに対する理解を深め、正しく評価いただくため、

IR活動を通じて経営に関わる情報を積極的に開示し、コ

ミュニケーションを図っています。

　平成27年度は、機関投資家・アナリストに対して決算

説明会を2回開催したほか、個別ミーティングを随時実施

しました。

　また、株主の皆さまに年2回お送りする「株主通信」を

発行しているほか、当社

Webサイト上でIRニュース

や決算短信、決算説明会資

料などを公開することによ

り、迅速・公平な情報開示

を行っています。

■ インサイダー取引の防止
　当社などの重要事実に関する情報の管理、役職員の

株式などの売買そのほかの取引に際し、遵守すべき基

本的事項について定めた「内部者取引の規制および重

要事実に係る情報管理に関する規程」を整備しています。

■ 株主総会
　当社では、株主総会の活性化および議決権行使の円

滑化を図るため、株主総会招集ご通知の早期発送や、株

主総会が集中する日とは異なる日程での株主総会開催

のほか、インターネットによる議決権行使などにも取り

組んでいます。

決算説明会

おでんde電車

石坂青春号

　大津線の活性化と、広く皆さまに大津線を知っていただ

くために、夏季には「ビールde電車」を、冬季には「おでんde

電車」を運行しています。ラッピングした電車の車内を居酒

屋風に装飾するほか、マイクパフォーマンスも大変好評で、

遠方からも多くのお客さ

まにお越しいただきました。

また、平成26年からは琵

琶湖汽船㈱が運営する「汽

船deビール」「汽船deおで

ん」も運航されています。

「電車と青春21文字のプロジェクト」

「ビールde電車」「おでんde電車」の運行

安定した収益をあげ、株主の皆さまに適切な利益を還元していくことは、企業の基本的な責任のひとつです。当社では、

株主・投資家の皆さまに対する積極的な情報開示とコミュニケーションを通じて、さまざまな声を経営に反映させていく

ことが大切であると考えています。

株主・投資家のために

発行可能株式総数 1,595,886,000株

発行済株式総数 565,913,515株

株主数 44,834人

▼株式状況（平成28年3月31日現在）

（株式数ベース）

金融機関

27.4％個人・その他

49.9％ その他の
法人  8.7％

外国法人など 
14.0％

▼株主構成（平成28年3月31日現在）

■ 京阪電車大津線における取り組み

設立10周年記念フェスティバル

　大津市民が中心となって、大津線の利用促進を図ること

を目的とした団体「大津の京阪電車を愛する会」と、年

間を通して、さまざまな取り組みを展開しています。平成

27年11月15日には、びわ湖大津館で設立10周年記

念フェスティバルを開催し、多くのお客さまにご来場い

ただきました。これからも

多くのイベントを開催し、

お客さまから愛される鉄

道として歩んでいきます。

「大津の京阪電車を愛する会」との協働

「石坂青春号」を運行しました。また、「石坂線21駅の顔

づくりグループ」と連携し

て、石山坂本線各駅に「掲

示板・ギャラリー」を設置

し、最寄り駅沿線の学校

や団体に提供することで、

交流の拠点としています。

社会への取り組み

37KEIHAN GROUP CORPORATE REPORT 2016



働きやすくやりがいのある
職場づくり

京阪グループでは、従業員を重要なステークホルダーと位置づけ、インセンティブの働く新しい人事制度を確立すると

ともに、人権の尊重や労働災害の防止にも努めています。

■ 人権の尊重
　京阪グループでは、すべての人々の人権を尊重するこ

とを行動憲章で定め、日常の行動のなかで実現に努めて

います。また、啓発活動として、毎年5月の憲法週間と12

月の人権週間における人権啓発映写会の開催や、京阪

グループ誌への啓発記事の掲載を実施しています。

■ 障がい者雇用
　当社における平成27年度の障がい者雇用率は2.34％

であり、法定雇用率の2.0％を上回っています。鉄道事

業においては安全確保のための資格要件などの制約が

あり、職域が限定される事情がありますが、障がい者の

職域の拡大について引き続き検討を進めていきます。

■ 休暇
　当社における平成27年度の年次有給休暇付与日数に

対する取得率は89.6%で、一般的な取得率（47.6％:厚

生労働省「平成27年就労条件総合調査」）と比べて高い

水準にあります。半日年休制度や計画年休制度の導入の

ほか、取得しきれなかった休暇については両親の介護や

子どもの看護、自己研鑽などの目的に取得できるよう積

み立てられる制度を設け、従業員の休暇取得率の向上に

積極的に取り組んでいます。

■ ワーク・ライフ・バランスへの取り組み
　当社および京阪電気鉄道㈱では、働きながら育児や

介護を行う従業員をサポートする育児・介護休暇制度や

育児・介護短時間勤務制度を導入しています。また、本社

等における毎月2回のノー残業デーに加え、平成28年1

月からは一部部署でフレックスタイム制を導入するなど、

生産性を向上させ、仕事と私生活の両立を促す取り組み

を進めています。

　グループ各社に対しても、長時間労働の抑制や労働時

間管理の徹底について啓発し、グループ全体でのワー

ク・ライフ・バランスの実現に向けて取り組んでいます。

■ 女性活躍推進に向けた取り組み
　当社ではこれまでも、従業員一人ひとりが性別などに

関わらず、働きやすくやりがいのある職場を目指すとい

う観点から、各種制度の整備を進めてきました。今後、お

客さまに必要とされる商品・サービスを提供し、また、企

業グループとして持続的に成長していくために、これま

で以上に、男性のみならず女性の視点を取り入れた企

業経営が必要であると認識しています。積極的な採用、

職域の拡大、キャリア形成支援およびそれらを支える環

境整備など、女性の活躍推進に向けた取り組みを進めて

いきます。

■ 機会均等・公正採用
　当社および京阪電気鉄道㈱では、社員の処遇に関して、

活力みなぎる企業風土を築き上げるために、性別そのほ

かについて区別することなく人事制度を運用しています。

また、京阪電気鉄道㈱では、公正採用選考人権啓発推進

員を選任し、職種に関わらず、人物本位で公正な選考を実

施しています。

■ 人事制度
　当社では、賃金制度や昇進制度などの人事制度は、社員

の“働きかた”に直接関わってくる大変重要な問題である

と認識し、以前よりその時代に適した人事制度の構築・

運用を行ってきました。

■ 人材育成・教育制度
　京阪グループでは、「京阪グループ新入社員基礎研修」

など、グループ社員を対象とした研修を実施することによ

り、グループ間の連携強化に不可欠な知識の習得、グルー

プの一員であるという意識の醸成にも努めています。ま

た、自己啓発支援として「KEIHANビジネスセミナー」と称

する集合研修も実施しています。

■ ハラスメントへの対応
　京阪グループでは、行動憲章に「ハラスメント防止」を

定め、従業員への意識づけを行うとともに、入社時や昇

進時などに社内研修を実施しています。また、パワーハラ

スメントを含むハラスメント全般について、人権啓発映写

会などを通じ、未然防止に努めるとともに、従業員からの

相談体制も整備しています。

従業員のために

　当社では、平成25年に、高年齢者雇用安定法改正に

対応するとともに、社員の能力を引き出し、最大限に活

用するために、定年年齢を段階的に65歳まで引き上げ

るなどの制度改定を実施しました。なお、この制度は、現

在の京阪電気鉄道㈱にも承継しています。

定年年齢引き上げ

社会への取り組み
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安全衛生に関する取り組み

■ 労働安全衛生の基本理念
　京阪電気鉄道㈱では、お客さまの安全確保と質の高い

サービスを提供するため、従業員に災害や事故がなく、健

康で明るく働くことを第一歩と考え、労働安全衛生に関す

る基本理念を設けています。全社一丸となって、安全が尊重

される社風づくりに取り組むとともに、心と体の健康を守

る取り組みを展開し、安全衛生文化の定着に努めています。

■ 労働災害発生状況
　自損による労働災害のほとんどがヒューマンエラーに

よるものです。これを防止するため、京阪電気鉄道㈱では、

災害発生原因の徹底調査、同業他社との情報交換などを

行うとともに、定期的に職場の安全衛生巡視を実施し、安

全活動の向上を図っています。一方、酩酊旅客による暴力

行為（第三者行為）災害が全体の約半数を占めており、こ

れらの災害防止対策として、ポスターによる啓蒙活動や

主要駅における警備員の配置などの取り組みを強化して

います。

■ 従業員の健康への配慮
　当社および京阪電気鉄道㈱では、従業員の心身にわ

たる健康の保持増進を図るため、産業医や産業保健ス

タッフが中心となって、定期健康診断後の保健指導や衛

生講習会を開催しています。また、健康小冊子などの配

布のほか、長時間労働者への健康管理やメンタルヘル

スへの取り組み、受動喫煙の防止の一環として禁煙活

動なども行っています。

　メンタルヘルスの取り組みでは、第三者機関の相談窓

口（3施設）を利用できる体制に加えて社内規則を整備

し、円滑な職場復帰を支援しています。

　また、平成28年度以降は、労働安全衛生法に基づくス

トレスチェックの実施体制を整備し、当社および京阪電

気鉄道㈱を含むグループ21社で一体的に、定期的なス

トレスチェックを実施することで、メンタルヘルス不調

の未然防止や職場環境の改善に取り組んでいきます。

■ 「収益UP↑アイデアボックス」
　京阪グループで働くすべての社員が、グループの発展の

ためにポジションや担当業務を越えて、前向きにアイ

デアを発信・交流できる本制度を平成27年10月より導

入し、グループ収益につながるアイデアの発掘と、全員で

グループの発展を考える“ポジティブで風通しのいい”

社風の醸成を目指しています。

　単にアイデアを発信するだけではなく、関係する部門

が内容を検討のうえ回答を作るとともに、他の社員が

コメントを寄せたりと、グループ全体でアイデアを共有で

きる仕組みとしています。

1.管理・監督者は、誰ひとりケガをさせないという信念

　を持って、設備の安全確保と安全活動の充実を図ると

　ともに教育・指導にあたる。

2.すべての社員は、決められたことを徹底して守るとと

　もに、危険を予知することにより、不安全な状態と不

　安全な行動の排除に努める。

1.社員の心身にわたる健康の保持増進を図り、健康へ

　の自覚を促す。

2.傷病休業率の減少（平成28年度目標値0.5％）に努

　める。（平成27年度実績0.72％）

安全関係

衛生関係

災害の種別 H25 H26 H27
業務上 30（17） 22（10） 11（4）
通　勤 6（4） 7（1） 8（4）

（年度）

（  ）内は第三者行為による災害

▼労働災害発生件数

個別保健指導 衛生小冊子

■ 社員安全衛生教育
　京阪電気鉄道㈱では、災害や事故がなく、健康で明るく

働く職場を形成するため、安全衛生に関する「しおり」の

配布や各種研修会を計画的に開催しています。そのひと

つに危険予知訓練（KYT）トレーナー研修会があります。

　職場では、災害につながるヒューマンエラーの防止を

目的に、危険予知活動を実施し、危険に対する感受性を

養っていますが、この研修会では、その活動の中核的な

役割を担い、職場に潜む危険を解決していくことのでき

る人材の育成を目指しています。

安全衛生のしおり

社会への取り組み
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エネルギー使用量
（原油換算kℓ）

環境への取り組み
近年、地球温暖化などの環境問題がますます重要な課題としてクローズアップされています。
京阪グループでは、平成１４年に京阪グループ環境理念を制定するとともに、
平成１７年には「環境マネジメント専門委員会」を設置し、グループ全体で環境経営を推進しています。

環境理念

京阪グループの環境マネジメント

　平成14年12月に京阪グループ環境理念を制定し、

グループ全体で環境改善や環境法令の遵守を推進し

ています。

環境理念

京阪グループは、「 地球環境の保全は人類共通
の重要課題の一つである」との認識のもと、環境
の保全や資源の保護に配慮し、自然環境にやさし
い企業運営を目指すことで、持続的に発展できる
社会の実現に貢献します。

 

委
員
長

（
環
境
管
理
責
任
者
）

環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

専
門
委
員
会

委員会事務局

運輸業統括部門

レジャー・サービス業
統括部門

不動産業統括部門

流通業統括部門

グループ会社

グループ会社

グループ会社

グループ会社

京阪グループEMS
認証タイプ

基本タイプ

ISO14001、KES（特定非営利活動法人KES環境機構による）
などの環境マネジメントシステム要求事項に適合したシステムで、
外部審査機構による審査登録を行います。

ISO14001の基本要素を抽出したシステムです。

KES

ISO14001

▼京阪グループの環境マネジメント体制図

▼環境マネジメント認証の取得状況

年月 会社／事業所

平成17年9月 ㈱京都センチュリーホテル

平成18年5月 京福電気鉄道㈱

平成21年1月 京都タワー㈱

年月 会社／事業所

平成12年 9月 ひらかたパーク

平成13年 3月 寝屋川車両基地

平成１４年 ６月 浜大津アーカス

　　　　  8月 ㈱琵琶湖ホテル

平成１6年 3月 京阪電気鉄道㈱全社（全社で認証を受けたのは鉄道業界初）

平成18年12月 ケーテー自動車工業㈱

平成23年 2月 京阪ビルテクノサービス㈱

■ 環境マネジメント専門委員会
　平成17年に「環境マネジメント専門委員会」を設置し、

京阪グループ全体の環境経営を推進しています。委員会

では各社の環境マネジメントシステム構築のフォロー

アップ、各社の情報の共有化や取り組み状況の評価を行

い、改善に努めています。

■ 京阪グループの環境負荷
　京阪グループでは、「エネルギーの使用の合理化等に関

する法律」（省エネ法）に基づき、特定事業者の指定を受け

たグループ会社を中心に、環境関連数値を把握しています。

■ 環境マネジメントシステム構築の推進
　ISO14001やKESなどの環境マネジメントシステム

の認証取得を推進するほか、京阪グループ独自の環境マ

ネジメントシステム（基本タイプ）を定め、環境マネジメン

トシステムの継続的改善に努めています。

▼エネルギー使用量とCO2排出量の推移

年度 H25 H26 H27

対前年度比 ▲0.6％ ▲4.6％ ▲2.9％

※省エネ法に基づく特定事業者10社を対象に集計。

　（特定事業者）
　　京阪電気鉄道㈱、京阪バス㈱、京阪建物㈱、㈱京阪流通システムズ、㈱京阪百貨店、
　　㈱京阪ザ・ストア、㈱京阪レストラン、㈱琵琶湖ホテル、㈱ホテル京阪、京都タワー㈱

▼グループ全体のエネルギー使用に係る原単位の対前年度比（目標：対前年▲１％）

126,000

124,000

122,000

120,000

118,000
H25

265,864 120,932

（年度）

270,000

265,000

260,000

255,000

250,000

（kℓ） （t-CO2）

H26

263,730

H27

254,707

CO2排出量
（t-CO2）

123,573

124,865

120,932

123,573

124,865
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環境への取り組み

京阪ホールディングス㈱と
京阪電気鉄道㈱の環境マネジメント

　京阪グループでは、P.40に記載のとおり、グループ全体

で環境マネジメントに取り組んでいますが、ここでは、当社

とエネルギー使用量の大きい京阪電気鉄道㈱の環境マネ

ジメント（京阪EMS）についてご説明します。

■ ISO14001に基づく運用
　平成16年3月に会社全体で「ISO14001」を認証取

得しました。当社と京阪電気鉄道㈱の環境マネジメント

システム（京阪EMS）は、ISO14001の要求事項に適合

した環境管理規程で定められており、社長のもとに環境

管理責任者を設置し、各部門長から構成される環境会

議を開催することで全体の統括を行っています。

　また、環境管理責任者は、複数の部門で横断的に取り

組むべき事項についてはプロジェクトを設置し、環境負

荷低減の取り組みを推進しています。

■ 環境教育
　「教育訓練実施項目一覧表」を作成し、環境教育を実

施しています。環境法規制に関する知識の習得や京阪

EMSの概要、当社の環境に関する取り組み内容などを

訓練しています。

■ 内部環境監査
　9月から11月にかけて、監査内部統制室に所属する

ISO14001審査員補の資格を持つ監査員が内部環境監

査を実施しています。なお、監査結果は環境事務局から

各部門に水平展開され環境活動に活かしています。

▼教育実績表

環境法規制セミナー

（平成27年度）

廃業物管理プロジェクト

環
境
会
議

社
　
　
長

※プロジェクト長は、環境管理責任者が選任します。
※ひらかたパークは独自にISO14001を認証取得しています。

環
境
管
理
責
任
者

監
査
内
部
統
制
室

環
境
事
務
局

プロジェクト長※

部 門 長

プロジェクト

各部門

プロジェクトメンバー

エコ管理者 エコリーダー

鉄道電力削減プロジェクト

省エネ活動推進プロジェクト

美化活動推進プロジェクト

環境情報開示プロジェクト

公共交通利用促進プロジェクト

列車騒音振動低減プロジェクト

環境配慮設計推進プロジェクト

▼環境マネジメント体制図（平成28年7月現在）

■ 環境方針
　京阪グループの環境理念に基づき、鉄道事業を基幹と

したさまざまな事業活動から生じる環境への影響に配

慮・対応していくことを社会的責務と認識し、平成15年

より環境方針を定めています。

　特に重点実施項目として以下の4点を掲げ、事業活動

に取り組んでいます。

①鉄道騒音・振動の低減
③環境配慮設計の推進

②鉄道電力の削減
④公共交通利用促進

平成28年4月1日
京阪ホールディングス株式会社 取締役社長 加藤 好文

環境方針

※この環境方針は、全従業員に周知させるとともに、社外にも公開します。

京阪ホールディングスと京阪電気鉄道は、京阪
グループの環境理念に基づき、鉄道事業を基幹
とした様々な事業活動から生じる環境への影響
に配慮し対応していくことを社会的責務と認識し、
次の通り「環境方針」を定めます。

１. 意識の向上
私たちは、環境への影響を常に考えながら業務に取り
組み、環境問題に対する意識の向上を図ります。

２. 法規の遵守
私たちは、環境に関する法規制や当社が受け入れを決
めた要求事項を遵守します。

３. 目的や目標の設定と継続的な改善
私たちは、環境にやさしい事業運営につながる目的や目
標を設定し、それらを達成するために仕事の進め方を見
直しながら、継続的な改善を推し進めます。

４. 環境負荷の低減や環境汚染の予防
私たちは、限りある資源を有効に利用し、省資源・省エネ
ルギーの推進や廃棄物の削減などを図ることにより、環境
負荷の低減や環境汚染の予防に努めます。

５. 重点実施項目
私たちは、当社の事業活動による環境面での影響の特
性を考慮し、次の項目について重点的に取り組みます。

（1） 鉄道騒音・振動の低減   （2） 鉄道電力の削減  
（3） 環境配慮設計の推進    （4） 公共交通利用促進

６. 地域社会への貢献
私たちは、企業市民であるという自覚を持ち、環境に配
慮した日常の行動を通じて地域社会に貢献します。

※平成28年4月の持株会社体制移行に伴い、当社と京阪電気鉄道㈱の合同運用に見直しました。

項 　目 受講人数

エコリーダー研修 30人

環境法規制セミナー 60人

新入社員への研修 22人

新任管理職・係長への研修 40人
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環境への取り組み

取り組みテーマ 環境目的 平成27年度目標 平成27年度実績 評価

地球温暖化防止

鉄道電力の削減 総合原単位  対平成２６年度比１％削減 対平成２６年度比１．６５％削減

省エネ活動の推進 原単位削減率：平成２６年度比０.１％削減 平成２６年度比３．７３％削減

公共交通利用促進 サイクル＆ライド駐輪場１ヵ所新設又は増設 サイクル＆ライド駐輪場１ヵ所増設

騒音・振動の低減 列車の騒音振動低減

・継目削減2ヵ所及び道床交換５００単ｍ

・自動張力調整装置化１，２６７ｍ

・鋼製車両10両減少

・道床交換３７０単ｍ（大津線）

・継目削減２ヵ所および道床交換５６６単ｍ

・自動張力調整装置化１，２６７ｍ

・鋼製車両１０両減少

・道床交換３１０単ｍ（大津線）

環境コミュニケーション

情報開示の推進
・ＣＳＲ報告書２０１5の発行

・ＣＳＲ情報の社外へ年６回発信

・ＣＳＲ報告書２０１5の発行

・ＣＳＲ情報の社外へ年6回発信

美化活動の推進
各エリア独自で年２回以上の清掃活動および行政等主催活動
への積極的参加。目標回数は１２回。

各エリアで年２回以上実施（全体では１3回）

平成27年度の実績について

　京阪電気鉄道㈱の最大の環境負荷である鉄道電力の削減は、さまざまな取り組みの結果、目標の総合原単位の平成２６年

度比１％削減を上回る１．６５％の削減を達成することができました。

　また、その他の地球温暖化防止に向けた取り組みにおいても、公共交通利用の促進に向け、サイクル＆ライド駐輪場を１ヵ

所増設するとともに、省エネ活動の推進では目標の原単位削減率である平成２６年度比０．１％削減を大きく上回る３．７３％

削減を達成しました。

　平成２８年度も目標を達成できるよう、当社と京阪電気鉄道㈱が一体となり、努力していきます。

平成27年度目標と実績（京阪電気鉄道㈱）

平成28年度目標（京阪ホールディングス㈱・京阪電気鉄道㈱）

目標達成 目標未達成目標達成。さらに環境負荷低減に大きく貢献

取り組みテーマ 環境目的 平成28年度目標

地球温暖化防止

鉄道電力の削減 総合原単位  対平成２７年度比１％削減

省エネ活動の推進 原単位削減率：平成２７年度比０.１％削減

公共交通利用促進 サイクル＆ライド駐輪場１ヵ所新設又は増設

騒音・振動の低減 列車の騒音振動低減

・分岐器改良8ヵ所

・道床交換600単m（京阪線）、60単m（大津線）

・自動張力調整装置化1,000m

・パンタグラフ舟体CFRP化23両

・主電動機の低騒音化11両

・補助電源装置SIV化9両

・散水装置改修1ヵ所

・列車騒音振動定点観測12回

環境コミュニケーション

情報開示の推進
・「ＣＯＲＰＯＲＡＴＥ ＲＥＰＯＲＴ ２０１６」の発行

・ＣＳＲ情報の社外へ年６回発信

美化活動の推進
各エリア独自で年２回以上の清掃活動及び行政等主催活動への積極的参加。
目標回数は１２回。

■ 環境負担削減の目標・実績
　当社と京阪電気鉄道㈱は、単年度ごとに環境に影響を与える活動、サービスを再点検した上で環境目的・目標を設定し、

環境負荷低減の取り組みを行っています。	 	 	 	
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環境への取り組み

■ 事業活動に伴う環境負荷（マテリアルバランス）
　事業活動において電力をはじめとしたエネルギーや資源を消費し、温室効果ガスや廃棄物を排出しています。これらの

環境への負荷を『インプット（エネルギーや資源の投入量）』と『アウトプット（二酸化炭素と廃棄物排出量）』の算出により

把握し、環境負荷低減活動につなげています。

INPUT

OUTPUT

エネルギー消費による
CO2換算排出量の割合

電力 98％

その他 2%

エネルギー使用量

CO2排出量

資源使用量

廃棄物

　　使用量／熱量換算 前年度比

電力 261,224 千kWh／2,604,401 GJ -2.1%

都市ガス 826 千m3／37,151 GJ -5.1%

プロパンガス 6,316 kg／321 GJ +7.1%

重油 182 kℓ／7,130 GJ -9.7%

灯油 21 kℓ／785 GJ -39.9%

ガソリン 40 kℓ／1,374 GJ -42.7%

軽油 51kℓ／1,905 GJ -9.0%

合計 2,653,067 GJ -2.2%

使用量 前年度比

水 558 千m3 -7.5%

紙（A4用紙換算） 9,346 千枚 -2.7%

アセチレンガス 0.01 千m3 -79.2%

塗料 2,144 kg -4.2%

車両用洗浄液 3,229 kg -15.8%

排出量 前年度比

一般廃棄物 899 t -16.5%

産業廃棄物

汚泥 70 t +99.2%

廃油 13 t −6.2%

廃酸 0.0 t 0.0%

廃アルカリ 0.0 t −100.0%

廃プラスチック類 123 t +0.1%

ゴムくず 15 t +14.3%

金属くず 1,292 t +1,054.1%

ガラスくず 2,033 t +12,028.7%

コンクリートくず 39 t −14.4%

陶磁器くず 12 t +150.7%

がれき類 84 t −20.8%

排出量 前年度比

特別管理
産業廃棄物

廃油 0.07 t −

廃酸 0.02 t −

廃アルカリ 0.83 t −

感染性
産業廃棄物 0.01 t −26.7%

特定有害
産業廃棄物

廃ＰＣＢ 119.25 t +243.1%

廃石綿 0.00 t −

※1,2

※1

※1 GJ（ギガジュール）とは仕事量・エネルギー・熱量の単位J（ジュール）の109倍に相当します。

※2 電力の熱量換算には地球温暖化対策推進法で公表している係数（9.97GJ/千kWh）を使用しています。

※3 電力のCO2排出量換算には地球温暖化対策推進法で公表している係数（0.531t-CO2/千kWh）を使用しています。

141,391 t-CO2

前年度比 -2.2%

合計
3,681.3t
前年度比
+682.8%

事 業 活 動

鉄道 不動産 レジャー

※3
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環境への取り組み

（単位：千円）

（単位：千円）

● 事業活動に応じた分類

※大津市パーク＆ライド（京阪浜大津駅から京都東山地区へ鉄道を利用）の効果を推定し計算

（単位：千円）

集計方法 　

●集計期間は平成27年4月1日から平成28年3月31日です。
●集計範囲は京阪電気鉄道㈱、㈱京阪ビジネスマネジメント、㈱京阪ステーションマネジメントです。
●金額は税抜き、千円未満を切り捨てて表示しています。
●費用額には減価償却費は含んでいません。
●環境省「環境会計ガイドライン2007」を参考にし、㈳日本民営鉄道協会「民鉄事業環境会計 　
　ガイドライン2008年度版」に準拠しています。
●開示データについては、算出方法の見直しにより過年度に遡って修正しました。

● 参考・事業内容別

環境保全コスト　環境負荷の発生を防ぐ取り組みのコストを表しています。

環境保全効果　環境負荷の発生を防ぐ取り組みによる効果を物量単位で表しています。

環境保全対策に伴う経済効果
　環境保全対策を進めた結果、当社収益に貢献した

効果を貨幣単位で表しています。

環境効率性指標
　事業によって創出される経済的な価値と、事業に伴う

環境負荷（影響）の関係を表しています。

分類 主な取り組み内容
平成26年度 平成27年度

投資 費用 投資 費用
1 事業エリア内コスト 442,718 6,498,362 636,372 547,297

内
訳

1-（1） 公害防止コスト
ロングレール化、レール重量化、ＰＣまくらぎ化、バラストマット敷設、分岐器改良、レール継目
補強、レール削正、騒音対策設備設置、車両塗料剥離装置、水質調査､ボイラー排ガス測定・
点検整備、低VOC塗料採用

205,753 58,193 212,070 28,236

1-（2） 地球環境保全コスト
太陽光発電システム、空調冷媒代替フロン化、省エネルギー型空調設備導入、ターボ冷凍機
維持・改良、省エネルギー型照明機器導入、LED式表示器類導入、蓄電池改良(グリーン化)、
高効率変圧器導入、節水器具採用、冷凍機更新、廃切符のトイレットペーパー化、緑地管理

214,353 143,571 396,796 98,106

1-（3） 資源循環コスト 廃棄物処理・処分、車両清掃、排水管清掃、PCB廃棄物処理、排水下水化、グリストラップ清掃、
エコ制服 22,612 6,296,598 27,506 420,955

2 上・下流コスト グリーン購入費 0 5,426 0 5,656

3 管理活動コスト 測定・計量、CSR報告書2015発行、環境教育費（EMS法規制セミナー等） 0 27,200 0 15,247

4 社会活動コスト 事業敷地外緑地の充実・整備 0 7,500 0 0

合 　　計 442,718 6,538,488 636,372 568,200

事業内容
平成26年度 平成27年度

投資 費用 投資 費用
鉄道事業 153,594 6,330,419 385,306 401,761

不動産事業 289,124 41,989 251,066 43,348

レジャー（ひらかたパーク） 0 142,838 0 66,584

その他 0 23,242 0 56,507

合 　　計 442,718 6,538,488 636,372 568,200

環境保全効果の分類 環境パフォーマンス指標（単位） 平成26年度 平成27年度 増減量（環境保全効果）

事業活動に投入する
資源に関する環境保全効果

総エネルギー投入量（GJ） 2,713,182 2,653,067 △ 60,115

内
訳

 電気（GJ） 2,660,070 2,604,401 △ 55,669

その他エネルギー（GJ） 53,112 48,666 △ 4,446

水資源投入量（千m3） 603 558 △ 45

紙（千枚） 9,602 9,346 △ 257

事業活動から排出する
環境負荷および
廃棄物に関する環境保全効果

温室効果ガス排出量（t-CO2）　※2015年度換算 144,627 141,391 △ 3,236

内
訳

 電力（t-CO2） 141,675 138,710 △ 2,965

その他エネルギー（t-CO2） 2,952 2,681 △ 271

廃棄物等総排出量（t） 1,548 4,580 3,033

事業活動から産出する財の
サービスに関する環境保全効果

鉄道利用促進（パーク&ライド※）実施に伴う負荷削減量
CO2排出削減量（t-CO2）　※2015年度換算

27.5 24.3 △ 3.2

効果の内容 平成26年度 平成27年度

収 　益

廃棄物の
リサイクル

ボンドくず・被覆線くず・アルミくず・
鉄くず・銅くずなど

21,275 17,576

使用済み
製品の
リサイクル

古レール・古レール付属品 9,173 5,589

古車輪 2,485 717

古金属すり板 　　 227 145

古機械器具 69 0

古木まくらぎ 30 0

廃カード 28 3

費用節減 エネルギー費用の節減 194,340 105,325

合 　　計 227,626 129,355

全社-CO2排出量（t-CO2）/売上高（百万円） 1.61

鉄道電力消費量（千kWh）/鉄軌道収入（百万円） 4.21

■ 環境会計
　環境会計とは事業活動における環境保全のためのコストと、その活動により得られた効果を認識し、可能な限り定量的

に測定し伝達する仕組みです。

　当社は、平成16年度より環境会計を導入しており、環境保全活動を評価する手段として活用しています。平成27年度の

環境保全のための投資額は約6億3千万円、費用額は約5億6千万円でした。
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環境への取り組み

■ 省エネルギー車両の導入
　鉄道電力を削減するために、アルミ合金を用いた「軽量化

車体」、電力を効率よく利用する「VVVF（Variable	Voltage	

Variable	Frequency）インバータ制御」や「回生ブレーキ」

を取り入れた省エネルギー車両の導入を進めています。

　VVVFインバータ制御は、半導体素子を用いて電圧と

周波数を変化させながら交流モーターを駆動する方式で、

電気抵抗を使わずにモーターの回転数を効率よく制御す

ることができます。

　平成28年3月31日現在691両中669両が回生ブレー

キ車両となっており、新型の13000系車両では、従来の

車両（2600系）との比較で約35％の電力削減効果を実

現しています。

▼回生ブレーキの仕組み

加速時に回生電力を使用する

ブレーキ時に発生した電力を
架線に戻す

従来車 （発電ブレーキ車）回生ブレーキ車 （VVVF車を除く）VVVF車

507

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
車
両

S58    S63　    H5　 H10     H15   H20   H21   H22      H23   H24   H25   H26    H27

800

600

400

200

0

（両）
762

141

498

123

745

103

135

762

64 59 40 40 34 28 2259

503

195

（年度）

689

196

465

224

390

629

304

322

614

491 486 481 461 440 440 436

195 195 199 215
219 233 233

745 740 720 716
693 701 691

3
28

▼省エネルギー車両の推移

　回生ブレーキとは、モーターを発電機として使用し、運動

エネルギーを電気エネルギーに変換することでブレーキ力

を発生させる方式です。発生した電力は架線に戻され、走行

中のほかの列車が使用することで、消費電力の削減に大き

く貢献します。

▼鉄道電力推移

※総合電力原単位＝（運転用電力量（kWh）+付帯電力量（kWh））／総走行距離
※運転用電力原単位＝運転用電力量（kWh）／総走行距離

付帯電力量 運転用電力量

総合電力原単位 運転用電力原単位

■ 鉄道電力の削減
　地球温暖化防止は環境活動の最も大きな課題のひと

つであり、CO2排出削減は大きなテーマです。鉄道は他

の交通機関と比べて、エネルギー効率のよい乗り物とさ

れていますが、鉄道の運行には大きな電力が必要であり、

この電力を発電する過程でCO2が発生するため、間接的

にCO2を発生させていることになります。

　京阪電気鉄道㈱は、この認識のもと、「鉄道電力削減プ

ロジェクト」（P.41参照）を平成15年に設置し、お客さま

の利便性向上のためのサービス拡充や路線延伸などに

よって電力が増加するなか、さまざまな取り組みにより

省エネルギー化を促進しています。平成23年からは、東

日本大震災以降の電力供給事情を考慮し、関西電力㈱

からの夏期・冬期における節電依頼に対応し、オフィス

部門も含め、電力の削減に取り組んできました。

　その結果、同社の鉄道電力の推移は下のグラフのと

おりとなり、平成27年度の鉄道電力は、プロジェクトが

スタートした平成15年度との比較で約16％減少してい

ます。今後も、お客さまの利便性との両立を図りながら、

鉄道電力の削減に努めてまいります。
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京阪電車の電力削減に関する
取り組み

地球温暖化防止は環境問題の最も大きな課題のひとつです。京阪グループでは、グループのなかで最も多くのエネ

ルギーを使用する京阪電気鉄道㈱における鉄道電力の削減を中心に、省エネルギー化に向けたさまざまな活動に取り

組んでいます。

地球温暖化防止の取り組み
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環境への取り組み

空調機 空調機

空調用冷水

冷却塔

ヒートポンプ

ヒートポンプ

空調用冷水 熱交換器

河川 河川

空気熱源方式／冷房時 河川水利用方式／冷房時
冷却塔を通じて大気へ排熱 熱交換器を通じて河川へ排熱

公共交通利用促進

■ パーク＆ライド
　京阪電気鉄道㈱では、京都方面に観光等で来訪され

るマイカー利用者へ、平成17年より浜大津公共駐車場

などをパーク&ライド駐車場としてご案内しています。

　また、平成23年7月より同社とタイムズ24㈱は、京阪

電車沿線の時間貸駐車場「タイムズ」において、全国で

初めて、交通ICカード「PiTaPa」と「ICOCA」のどちらで

も支払い可能な電子マネーサービスを導入するととも

に、「PiTaPa」と「ICOCA」を用いて電車をご利用のお客

さまに駐車料金を優待する「交通ICパーク＆ライドサー

ビス」を開始しました。

■ サイクル＆ライド
　京阪電気鉄道㈱では、市街への自動車の流入を抑制し

て電車の利用を促進するため、関係行政と連携し、必要

に応じた駐輪場の設置や現在問題となっている放置自

転車対策についての協議を進めています。

　平成27年度は出町柳駅にて駐輪場を増設するとと

もに、平成27年7月1日より三条駅と六地蔵駅において、

同社が所有している公共性の高い駅前広場などが京都

市の自転車等撤去強化区域に指定されました。

■ 太陽光発電システムの設置
　経済産業省による「再生可能エネルギーの固定価格

買取制度」が平成24年7月から開始されたことを受け、

再生可能エネルギーの普及促進に貢献するとともに、鉄

道事業における社有地の有効活用を図ることを目的に、

平成26年9月に橋本駅付近、平成27年9月に中書島駅

付近に太陽光発電システムを設置しました。

　2ヵ所合わせた発電量

は約104,000kWh/年と

なり、一般家庭が消費する

電力の30世帯分に相当し、

年間33,000kgのCO2削

減の効果があります。 太陽光発電システム （中書島駅付近）

出町柳駅前駐輪場

タイムズ京阪六地蔵駅前

■ 鉄道設備のLED化の推進
　駅や車両などの鉄道設備で、省エネルギー化に向け

た取り組みを進めています。

　寝屋川車両基地では、車両工場や検車庫の天井照明

を水銀灯からLEDへと更新、淀車庫では、車両の進入番

線を表示する信号機9基のLED化を図りました。

　駅では、照明更新時にLED等の高効率器具の導入を

進めており、平成27年度には出町柳駅他6駅において

ホームおよびコンコース照明のLED化を図りました。

　鉄道車両の車内灯・前部標識灯（ヘッドライト）のLED

化も進めており、平成28年3月31日現在、車内灯は

691両中97両、前部標識灯は231両中84両をLEDに

更新しました。

寝屋川車両工場のLED化

車内灯のLED化

駅照明のLED化（出町柳駅）

■ 中之島線の環境対策
　平成20年に開業した中之島線の大江橋駅では、地上

から太陽光を取り込み、地下階の壁面・床面に自然光を

照射することで、消費電力を年間約500kWh、CO2排出

量で年間約300㎏削減。なにわ橋駅でも太陽光採光シ

ステムで消費電力を削減しています。

　また、中之島駅・大江橋駅・なにわ橋駅では、駅冷房に

よって発生する熱を直接大気に放出するのではなく、河

川水に吸収させることでヒートアイランド抑制の対策と

しています。

河川水の温度差エネルギー活用
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環境への取り組み

京阪グループ各社の
地球温暖化防止の取り組み

ハナノモール・ミドリノモール外観

■ 路面電車を利用した
　 低炭素型集配システム
　京福電気鉄道㈱は、ヤマト運輸㈱と共同で、京都市嵐

山周辺のCO2削減をテーマに、路面電車（嵐電）を活用

した宅急便の輸送を行っています。

　西院車庫で宅急便の入った台車を積み込み、貸切の

嵐電で輸送、途中の停車駅で台車を降ろし、セールスド

ライバーがリヤカー付き電動自転車で配達するという

もので、地域の環境保全や渋滞緩和につながっています。

　環境負荷低減への貢献が評価され、両社は「平成26

年交通関係環境保全優良事業者等大臣表彰」を受賞し

ています。

■ バス会社における環境負荷低減の
　 取り組み
　環境負荷低減の取り組みとして、京阪グループのバス

会社では、自動アイドリングストップ装置付き車両などの

低公害車両の積極的な導入やエコドライブの推進によ

る燃費の改善、燃料使用量の抑制に努めています。また、

環境マネジメントシステムを通じて①アイドリングストッ

プを含むエコドライブ活動の強化、②新排出ガス規制適

合車両への代替、③冷暖

房の適温設定・照明の適

正使用による電力消費量

の削減などの取り組みを

行っています。

■ 京阪百貨店守口店のCO2削減の取り組み
　㈱京阪百貨店では、守口店に、大幅なCO2削減を可能

とする空調システムを平成27年4月に導入しました。館

内の冷房に活用する冷却水の水温や水量を適切にコン

トロールするもので、空調に要する冷温水ポンプの電力

使用量の約60％削減につながっています。

　また、同店では、館内照明のLED化も推進しており、平

成28年4月、基本照明のLED化が完了しました。

　これらの取り組みによ

り、同店全体の平成27年

度の電力使用量は約4％

削減できました。

■ 環境・社会配慮型物流施設の建設
　当社が建設した内陸型物流施設「京阪淀ロジスティク

スヤード」が、平成28年4月に全面開業しました（P.17

参照）。

　この施設の屋上には約120万kWh/年（一般家庭320

世帯分）の発電量を持つ太陽光パネルが、建物南側に

は緑地帯が配され、館内照明にはLED照明を採用。また、

災害ボランティアセンターに関する協定を締結しており、

災害時の防災拠点としても活用可能です。これらの点が

評価され、㈱日本政策投資銀行より「極めて優れた『環

境・社会への配慮』がなされたビル」として、「DBJ Green 

Building認証」を取得しています。

■ 「KUZUHA MALL」の環境負荷低減に
　 対する取り組み
　「KUZUHA MALL」では、平成26年3月のリニューア

ルに伴い、屋内外とも光源はすべてLED化し、従来と比

べ、共用通路部で60～75％のCO2削減を実現しました。

優れた省エネ性とデザインは、平成26年度の環境省「第

5回省エネ・照明デザインアワード」で、商業・宿泊施設部

門の優秀事例に選定されています。

　また、夜間電力を活用した氷蓄熱型空調システムを採

用するとともに、南館屋上には約70,000kWh/年の発

電量を持つ太陽光パネルを設置、本館・南館の屋上と壁

面には緑化を施しています。電気自動車充電スペースも

4台確保し、環境にやさしいショッピングセンターを目

指しました。

　そのほか、お客さまに緑を感じていただけるよう、エン

トランス回りに効果的に植栽を配置しています。

新しい空調システム

DBJ表彰楯屋上の太陽光パネル

太陽光パネルと屋上緑化

荷物の積み込み

アイドリングストップバス（京都バス）

貸切車両で輸送
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環境への取り組み

比叡山の間伐材利用促進事業

地域との協働による駅の緑化活動

びわ湖の環境保全に向けた
琵琶湖汽船の取り組み

「里山の食彩」と「山野草プロジェクト」

美しい棚田

■ 環境保護を目的とした各種クルーズ
　環境体験学習に対応した観光船「megumi」による「び

わ湖環境体験学習クルーズ」では、びわ湖の「歴史」「水」

「生物」のテーマに沿った学習プログラムを提供してい

ます。また、滋賀県内のすべての小学5年生を対象とした

宿泊体験型の学習船「うみのこ」（滋賀県立びわ湖フロー

ティングスクール）の運航も受託するなど、学び体験の観

点からのびわ湖の環境保護活動に取り組んでいます。

　びわ湖の自然や食文化を体感できるクルーズにも注力

しており、平成21年からは「鮒ずし作り体験クルーズ」を

開催しています。これは、滋賀

県と沖島漁業協同組合とと

もに、漁業と滋賀県伝統の

食文化「鮒ずし」の持続的発

展を目指す取り組みです。

　当社では、平成25年度から、比叡山内の所有地約50ha

を対象とした森林経営計画（5年間）について大津市の認定

を受け、間伐材利用促進事業に取り組んでいます。資源の循

環と二酸化炭素の固定により地球温暖化防止に貢献する

とともに、保水・土砂流出の防止・防風といった多面的機能

が持続的に発揮されるよう、

緑豊かな森林を育てます。

　また、平成26年度の二酸

化炭素吸収量に関し、「滋賀

県森林CO2吸収量認証制

度」の認証交付を受けました。

　京福電気鉄道㈱では、花と緑がいっぱいの沿線とするこ

とを目的に、沿線の皆さまとの協働事業として、平成21年

から駅の緑化活動に取り組んでいます。

　現在、西院駅など9駅にプランターや花壇、雨水タンクを

設置。沿線の方々や沿線小

学校・商店街のご協力を得

ながら、環境にやさしく、お

客さまに快適に感じていた

だける沿線を目指します。

　びわ湖を舞台に観光船を運航する琵琶湖汽船㈱では、

環境方針に「琵琶湖との共生」を掲げ、事業基盤であるび

わ湖における環境保護活動に積極的に取り組んでいます。

　㈱琵琶湖ホテルでは、「食べることが守ること」を合言葉

に、棚田米など地元の食をお客さまに楽しんでいただくこ

とで、食材の産地である里山の環境保全を目指す取り組み

「里山の食彩」に、平成14年から取り組んでいます。累計

で200tの棚田米を使用、約42haの棚田保全に貢献して

います。

　また、棚田米が生産される田んぼの畦をモデルとした自

然環境をホテル敷地内に再現する「山野草プロジェクト」に

も、平成21年から取り組んでいます。

　これらの活動は地元の生産農家の方々などと協働して取

比叡山内社有地での伐採作業

山野草プロジェクト

宇多野駅

学習船「うみのこ」

■ 桜の苗木の寄贈
　毎年、(公財)滋賀県緑化推進会に桜の苗木を寄贈し

ています。開業90周年事業として昭和53年から開始し

たもので、累計の寄贈本数

は平成28年3月現在で約

10,000本になりました。

今後も、湖国の緑化活動に

協力していきます。

海津大崎の桜

り組んできたプロジェクトです。継続的な環境への取り組み

が評価され、同社は、滋賀県と滋賀経済同友会による平成

27年度「しが生物多様性大賞」を受賞しました。

地域に密着した事業を営む京阪グループは、豊かな自然環境から多大な恩恵を受けています。事業活動が環境に及

ぼす影響を認識し、さまざまなステークホルダーの方々と連携しながら、地域の豊かな自然環境の確保・保全に取り

組んでいます。

自然共生社会を目指した取り組み
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環境への取り組み

列車が運行することにより、騒音や振動が発生することは避けられません。京阪電車では、環境方針（P.41参照）

における重点項目のひとつとして「鉄道騒音の振動・低減」を掲げ、さまざまな施策を実施することにより、沿線環

境の改善や快適な車内空間づくりに取り組んでいます。

京阪電車の騒音振動低減に関する取り組み

分岐器改良およびロングレール化
　レールには継目があり、継目の上を列車が通過すると

騒音と振動が発生します。これらを低減するために、分岐

器においては構造的に継目を有する関節ポイントから、継

目を有しない弾性ポイントへの改良を行い、また、一般軌

道においては継目を溶接し、

継目を無くすロングレール

化などを進めています。これ

らにより、騒音・振動低減や

乗り心地の改善にも効果が

あります。

ロングレール

線路の整備（道床突固め作業）
　レール、まくらぎ、砕石で構成されるバラスト道床軌道は、

日々の列車走行により少しずつ上下左右方向に変状します。

この変状を保守用車（マルチプルタイタンパー）で正しい

位置に復元し、同時にまくらぎ下の砕石をつき固めるこ

とによって、乗り心地や騒音・振動の改善を図っています。

道床交換工事
　バラスト道床に用いる砕石は、長期の使用により細

粒化や劣化で機能が低下し、軌道整備の効果を長く保

てなくなります。道床交換

工事により新しい砕石に

入れ替えることで、騒音・

振動低減や保守周期の延

伸に効果があります。

レール頭頂面の削正
　平成13年より16個の削

正砥石を搭載した保守用車

（レール削正車）を導入し、

レール頭頂面傷や凹凸を

除去することで、騒音・振動

を低減しています。
レール削正車

道床交換作業

道床突き固め作業 マルチプルタイタンパー

防音車輪
　曲線通過時にレールと車輪の摩擦により発生するキシ

リ音を低減するために、京阪線ではゴムリングを車輪には

め込んだ防音車輪を採用しています。防音車輪は従来の車

輪より15～20dB程度の騒音低減効果があります。

車輪踏面異常時の車輪旋削
　列車の運行による車輪の摩耗で乗り心地が悪化した

り、車輪とレールの接触による疲労傷や摩擦傷、またはブ

レーキをかけるための部品「制輪子」との摺動で発生する

傷などにより、騒音や振動が増加する場合があります。そ

のため、寝屋川車両基地では車輪踏面の形状を正規の踏

面形状に戻すため車輪とレールが接する面を削正し、滑

らかにすることで、快適な乗り心地と騒音・振動を低減し

ています。

　また、フラット検出装置を線路に設置し、通過列車の振

動および騒音データを車輪単位で自動的に測定する装置

で、測定データから車輪の不具合を早期に発見しています。

CFRP製パンタグラフ
　架線とパンタグラフとの摩擦により発生する騒音を低減

するため、一部の車両にCFRP（炭素繊維強化プラスチッ

ク）製の集電舟を採用しています。従来のアルミ製集電舟に

比べて架線への追従性が高いという特長があり、構造の見

直しとの相乗効果で音圧レベルを低減しています。

防音車輪（京阪線）

車輪旋削

CFRP製パンタグラフ

防音車輪仕組み図

フラット検出装置

ゴム付丸リング
防音波打車輪

合成ゴム
ステンレス製
丸リング

リング部拡大図
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京阪グループのプロフィール

■ 京阪ホールディングス 会社概要 （平成28年4月1日現在）

■ 京阪ホールディングス㈱ 役員 （平成28年6月17日現在）

■ 京阪グループの事業エリア

■ 京阪グループの概要（平成28年3月31日現在） ■ 京阪グループネットワーク（平成28年8月1日現在）

京阪ホールディングス株式会社（Keihan Holdings Co.,Ltd.）

昭和24年11月25日

明治39年11月19日

51,466,416,776円

1,595,886,000株

565,913,515株

44,834名（平成28年3月31日現在）

152名（他社からの出向者を含み、他社への出向者を除く）

大阪市中央区大手前1丁目7番31号（OMMビル）

グループ経営に関する事業など

43社（当社および持分法適用会社を含む）

6,904名

3,001億円

運輸業 … 鉄道事業、バス事業

不動産業 … 不動産販売業、不動産賃貸業

流通業 … 百貨店業、ストア業、飲食業

レジャー・サービス業 … ホテル業、観光船業

その他の事業 … クレジットカード業

社 名

設 立

創 立

資 本 金

発行可能株式総数

発行済株式の総数

株 主 数

従 業 員 数

本 社 事 務 所

主要な事業内容

加藤 好文
代表取締役社長
C E O 兼 C O O
執 行 役 員 社 長

下 條  弘取 締 役
専 務 執 行 役 員

三浦 達也取 締 役
常 務 執 行 役 員

太刀川 克己取 締 役
常 務 執 行 役 員

前田 佳彦取 締 役
常 務 執 行 役 員

佃  和 夫取 締 役

北  修 爾取 締 役

長濱 哲郎監 査 役（ 常 勤 ）

中谷 正一監 査 役（ 常 勤 ）

梅 﨑  壽監 査 役

田原 信之監 査 役

監 査 役 草尾 光一

淺井 栄一常 務 執 行 役 員

中野 道夫執 行 役 員

上野 正哉執 行 役 員

稲地 利彦執 行 役 員

石丸 昌宏執 行 役 員

立山 卓司執 行 役 員

平川 良浩執 行 役 員

堀野 和久執 行 役 員

連 結 対 象 会 社

従業員数（連結）

営業収益（連結）

主要な事業内容

平成28年4月1日、当社は、社名を京阪ホールディングス㈱に変更するとともに、
鉄軌道事業と遊園地業を当社の子会社である京阪電気鉄道㈱に、不動産販
売事業を当社の子会社である京阪電鉄不動産㈱に、それぞれ会社分割により
承継させ、持株会社体制に移行しました。

ホテル京阪
ユニバーサル・タワー

京阪シティモール

大
阪
湾

運輸業

京阪電気鉄道㈱
㈱京阪ステーションマネジメント
㈱京阪レジャーサービス
叡山電鉄㈱
京福電気鉄道㈱
㈱京阪エンジニアリングサービス
中之島高速鉄道㈱
㈱京阪エージェンシー
京阪ライフサポート㈱
京阪バス㈱
京都京阪バス㈱

京阪京都交通㈱
ケービー・エンタープライズ㈱
江若交通㈱
京都バス㈱
ケーテー自動車工業㈱
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ホテル京阪
ユニバーサル・タワー

Ⓐ

KiKi京橋
大阪
水上バス

京阪モール

ホテル京阪
京橋

中之島

淀屋橋 天満橋 京橋

京阪
シティモール

ホテル京阪
ユニバーサル・シティ

ホテル京阪天満橋

ホテル京阪 札幌

ホテル京阪 浅草 京阪大手町ビル

ファインシティ札幌
ザ・タワー大通公園

Ⓑ

Ⓑ

Ⓐ

TOKYO

SAPPORO

O S A K A



C o r p o ra t e  i n fo r m a t i o n

琵琶湖ホテル

ミシガン

京都タワーと
京都タワーホテル

ホテル京阪 京都

京都センチュリーホテル

ファインガーデンスクエア
（京阪東ローズタウン）

KUZUHA MALL

くずはタワーシティ
（くずはローズタウン）

京阪百貨店
すみのどう店

京阪カインド㈱
京阪電鉄不動産㈱
イースタン興業㈱
京阪アセットマネジメント㈱
京阪建物㈱
京阪ビルテクノサービス㈱
京阪産業㈱
㈱かんこう
㈱文化財サービス
京阪園芸㈱
京阪シティ造園大阪㈱

不動産業

㈱京阪流通システムズ
㈱京阪百貨店
㈱京阪友の会
㈱京阪ザ・ストア
㈱京阪レストラン
㈱ビオ・マーケット

流通業

㈱京阪ビジネスマネジメント
㈱京阪カード
㈱はちけんや

その他

㈱琵琶湖ホテル
㈱ホテル京阪
㈱京阪アーバンシステムズ
京都タワー㈱
㈱京都センチュリーホテル
琵琶湖汽船㈱
琵琶湖汽船サービス㈱
びわこフードサービス㈱
大阪水上バス㈱
比叡山鉄道㈱
㈱樟葉パブリック・ゴルフ・コース

レジャー・サービス業

比叡山自動車道㈱
㈱ガーデンミュージアム比叡

ひらかたパーク

京阪百貨店 守口店
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祇園四条

四条大宮

太秦天神川

北野白梅町

坂本

石山寺

琵琶湖

三条

鞍馬

七条

出町柳
嵐山

御陵

丹波橋

宇治

男山山上

京阪電車（京阪線）

京福電車

坂本ケーブル

フレスト松井山手店

KUZUHA MALL

ファインガーデンスクエア
（京阪東ローズタウン）

ホテル京阪 京都

京都センチュリーホテル

くずはタワーシティ
（くずはローズタウン）

フレスト
香里園店

フレスト
寝屋川店

ひらかた
パーク

京阪百貨店
守口店

樟葉パブリック・
ゴルフ・コース

ミシガン

琵琶湖ホテル

ガーデン
ミュージアム比叡

地下鉄東西線

枚方市

八幡市

私市

中書島

樟葉

浜大津

京阪百貨店
すみのどう店

叡
山
電
車

京
阪
電
車（
大
津
線
）

叡
山
ケ
ー
ブ
ル

叡
山
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ

鋼
索
線

びわ湖
ローズタウン

Ⓒ
Ⓔ Ⓕ

Ⓗ

Ⓘ Ⓚ

Ⓛ

Ⓛ

Ⓜ

ⒽⒼⒻⒹ

Ⓒ

Ⓔ

Ⓙ

Ⓚ Ⓘ

Ⓜ

Ⓙ

Ⓖ
Ⓓ

京都タワーと京都タワーホテル

S H I G A

K Y O T O

宝ヶ池
八
瀬
比
叡
山
口



京阪グループのプロフィール C o m p a n y  I n fo r m a t i o n

■ 財務ハイライト（連結）

セグメント別営業収益（構成比） ※構成比は、セグメント間取引を 　　
　含む営業収益に対する比率です。

運輸

その他

レジャー・
サービス

不動産

流通

29.7 %
連結営業収益

300,188百万円

28.3 %

0.5%

10.1%

31.4 %

第91期（平成24年度）　 第92期（平成25年度）　 第93期（平成26年度）　 第94期（平成27年度）　

営業収益 279,156 289,203 294,906 300,188

営業利益 23,289 25,085 29,437 31,524

経常利益 18,933 21,457 27,435 28,461

親会社株主に帰属する当期純利益 11,077 14,420 17,864 22,385

総資産 653,462 671,182 664,236 670,333

純資産 158,121 169,864 190,513 191,790

営業活動によるキャッシュ・フロー 43,901 29,573 21,459 36,334

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 28,489 △ 15,132 △ 4,473 △ 27,750

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 11,941 △ 11,412 △ 16,275 △ 5,768

1株当たり当期純利益（円） 19.70 25.65 31.78 39.95

1株当たり純資産（円） 276.40 297.08 334.67 349.13

1株当たり配当額（円） 5.00 6.00 6.00 6.00

自己資本当期純利益率（ROE）（%） 7.4 8.9 10.1 11.9

総資産営業利益率（ROA）（%） 3.6 3.8 4.4 4.7

自己資本比率（%） 23.8 24.9 28.3 28.2

ネット有利子負債／EBITDA倍率（倍） 7.6 7.1 6.1 6.1

（単位：百万円）

営業収益 （単位：百万円）

第91期
（平成24年度）

279,156300,000

200,000

100,000

0
第92期

（平成25年度）

289,203

第93期
（平成26年度）

294,906

第94期
（平成27年度）

300,188
営業利益 （単位：百万円）

23,289

第91期
（平成24年度）

35,000

25,000

15,000

5,000

0

25,085

第92期
（平成25年度）

29,437

第93期
（平成26年度）

31,524

第94期
（平成27年度）

経常利益 （単位：百万円）

18,933

第91期
（平成24年度）

30,000

20,000

10,000

0

21,457

第92期
（平成25年度）

27,435

第93期
（平成26年度）

28,461

第94期
（平成27年度）

親会社株主に帰属する当期純利益 （単位：百万円）

11,077

第91期
（平成24年度）

25,000

15,000

5,000

0

14,420

第92期
（平成25年度）

17,864

第93期
（平成26年度）

22,385

第94期
（平成27年度）

（単位：万人）

27,855

第91期
（平成24年度）

30,000

20,000

10,000

0

28,081

第92期
（平成25年度）

28,078

第93期
（平成26年度）

28,837

第94期
（平成27年度）

■ 総旅客数（京阪電気鉄道㈱）

財務報告の詳細につきましては、有価証券報告書をご覧ください。　http://www/keihan-holdings.co.jp/ir/library/securities.html
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第三者意見 S e co n d  O p i n i o n

「CORPORATE REPORT 2016」を読んで

京阪グループのCSR

　平成28年４月に持株会社体制に移行されたことから、CSRレポートと会社案内を一体化した、京阪グループとし

ての開示冊子となりました。本報告書では、グループの経営理念体系を整理して表示されたあと、運輸業、不動産業、

流通業、レジャー・サービス業の4分野においてそれぞれがどのように具現化されているかが、わかりやすく説明さ

れています。スペシャル対談にも書かれていますが、創業者である渋沢栄一翁は「社会のために」というCSR精神

をもとに事業を立ち上げられており、京阪グループの事業の随所にその精神が見られます。「第２の創業」においても、

その精神を受け継ぎ、さらに現代的なCSRの要素を取り入れて、「BIOSTYLE」等の新規事業の立ち上げにチャ

レンジされているところは、本業におけるCSR（企業が事業活動を通じて、社会に新しい価値をもたらしたり、社会

の問題解決に貢献していくこと）の意義が十分に根付き、100年を超えてなお成長していることがうかがえます。こ

れからの時代にもますます重要とされることですので、4つの事業分野における展開のさらなる充実を期待しています。

　第1の創業は鉄道を中心にして発展され、沿線価値の向上という使命をもって、さまざまな事業を拡大されてき

ました。そこで培ったものを沿線外にも提供することで、さらに広いエリアでのCSRを実践していくことを志向されて

おり、大阪・京都・滋賀の京阪電気鉄道から、日本の京阪グループへと、大きな転換を感じます。ぜひ「社会のために」

京阪グループの持つ力をもって広い分野で社会に貢献していただきたいと思います。

CSR情報の指標化と評価

　従来のCSRレポートをベースにしていますが、京阪電気鉄道の安全報告書が別冊になったこともあり、鉄道

業以外についての情報量が増加しています。「環境」「社会」「ガバナンス」について、各事業分野での記事

が集められており、また、「安全」も「社会」の一項目としてまとめられ、とても見やすくわかりやすくなりました。「環

境」については、方針から年次目標・実績までが明記され、数値化された情報で進捗度を見ることができ、定

量情報が充実しています。今後は、「社会」に関しても，定量情報と定性情報のバランスを取るとともに、目標を立

て、PDCAサイクルを回るように工夫されれば、活動が充実すると思います。つまり、グループ共通の方針から目標、

共通の指標があれば、経年変化やグループ各社の状況が見えやすくなります。

　また、指標化だけでなく、自社の活動を評価する視点も必要です。活動の説明だけでなく、その成果を評価

することで、次の活動の課題が見えてくると思います。多くの活動を説明されていますが、今年は特にどこに力

点を置いたのかなど、プライオリティを意識した活動が、CSRの深化をもたらすと思います。

2016年8月1日
神戸大学大学院
経営学研究科教授

國部 克彦
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京阪グループのあゆみ

　当社の前身である京阪電気鉄道㈱

は、日本最初の銀行である第一国立銀行

を設立し、「日本資本主義の父」と呼ばれ

た渋沢栄一翁を創立委員長として明治39

（1906）年11月19日に産声をあげました。

千年の王城「京都」と商都「大阪」を、京街

道沿いに町や村をつないで鉄道を敷設

するというプロジェクトは、事業性自体が

有望であったのに加え、地域社会の発展

に寄与するという高邁な思想に基づくも

のでした。

　渋沢翁の経営哲学は、ただひたすら

私利私益のみに走るのではなく、公利公

益も考え、他人の幸せのためにも力を尽

くすのが本分だと唱えた「道徳経済合

一説」に集約されます。そしてこの精神

こそ、現代において脚光を浴びているＣ

ＳＲそのものだと言えます。当社グループ

では、創業者の精神をグループ全体で

受け継ぎ、「京阪グループCSR委員会」

を設置しています。同委員会を中心に

「スピード経営」「コンプライアンス経営」

「ブランド経営」「環境経営」の実践に

努めることで、社会全体やすべてのス

テークホルダーに対してバランス良く

価値を認められる品格のある経営を目

指しています。

創
業
者
か
ら
受
け
継
が
れ
る
Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
精
神

渋沢栄一翁（渋沢史料館所蔵）

● １９４５年［昭和20・5・1］
交野電気鉄道（株）の事業を譲受、交野線と呼称

● １９０６年［明治39・11・19］

● １９４３年［昭和18・10・1］

● １９１０年［明治43・4・15］

● １９６３年［昭和38・4・15］

● １９５４年［昭和29・9・3］

● １９５５年［昭和30・12・3］

● １９１０年［明治43・10・15］

● １９６８年［昭和43・11・10］

● １９１３年［大正2・6・1］

● １９１５年［大正4・10・27］

京阪電気鉄道（株）創立

京阪神急行鉄道（株）（合併により社名変更）

● １９４９年［昭和24・11・25］/［昭和24・12・1］
京阪電気鉄道（株） 設立／分離新発足

大阪・天満橋駅−
京都・五条駅間開通

京阪本線を淀屋橋まで延長
（地下線）

テレビ付特急列車運転開始

鋼索線（男山駅−八幡宮駅）
営業開始

第１回菊人形を香里園で開催

くずはローズタウンの
第一期分譲を開始

宇治線（中書島駅−宇治駅）開通

五条駅−三条駅開通

1910年代

1940年代

1950年代

1960年代
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H i st o r y  o f  K e i h a n  g ro u p

● ２０１６年［平成28・4・1］

● １９７０年［昭和45・4・15］

● １９９２年［平成4・5・12］
● ２０１４年［平成26・3・12］

● ２０１５年［平成27・5・29］

● ２０１４年［平成26・11・28］

● ２０００年［平成12・12］

● ２００４年［平成16・3・15］

● ２００５年［平成17・4・14］

● ２００６年［平成18・3・1］

● ２００５年［平成17・5・27］

● ２００６年［平成18・3・22］

● ２００８年［平成20・4・15］

● ２００５年［平成17・12・4］

● ２００８年［平成20・10・19］

● １９８７年［昭和62・5・24］

● １９８３年［昭和58・10・1］

● １９７２年［昭和47・4・1］

● １９９６年［平成8・7・20］

● ２００３年［平成15・10・1］

● １９８９年［平成元・10・5］

● １９８５年［昭和60・10・12］

● １９７４年［昭和49・7・23］

● １９７９年［昭和54・3・10］

京阪ホールディングス（株）誕生
（持株会社化により社名変更）

京阪ショッピングモール（現京阪モール）開業

京阪東ローズタウン街びらき 「KUZUHA MALL」
第2期グランドオープン

京阪電気鉄道（株）が
（株）大阪マーチャンダイズ・
マートを完全子会社化

京阪電気鉄道（株）が
（株）ビオ・マーケットを
完全子会社化

旅客誘致キャンペーン
「京阪のる人、おけいはん。」がスタート

京阪電気鉄道（株）が
会社全体で

「ISO 14001」認証取得
（鉄道会社では日本初）

「KUZUHA MALL」グランドオープン

「ローズライフくずは」開業

「京阪シティモール」グランドオープン

京阪電気鉄道（株）が東京証券取引所
市場第一部に上場

京阪グループ新シンボルマーク、
スローガンを制定

「ひらかた大菊人形」の歴史に幕

中之島線（天満橋駅−中之島駅）開業

京阪本線東福寺−三条駅間連続立体
交差・地下化工事完成

大阪水上バス開業

くずはモール街開業

ひらかたパークのリニューアル
工事完成、グランドオープン

e-kenetカード発行開始

鴨東線（三条駅−出町柳駅）開通

京阪百貨店守口店開業

びわ湖ローズタウンの第一期分譲を開始

ホテル京阪大阪（現天満橋）開業

● １９９７年［平成9・4・21］

● １９９８年［平成10・2・14］

「アンスリー」くずは店開業

京阪東ローズタウン マンション
「ファインガーデン」の分譲を開始

1970年代

1980年代

1990年代

2000年代

2010年代
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