


“選ばれる京阪”への　挑戦

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

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ています。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、私たちは次の100年に向け、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、新たなチャレンジを重ねることで、将来の飛躍へ

と結実させてまいります。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。

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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“選ばれる京阪”への　挑戦

編集方針

平成29年9月

● 発行

　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、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。

平成28年度（平成28年4月1日～平成29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。

● 報告対象期間

当社およびグループ会社

● 報告対象範囲
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株式会社良品計画
代表取締役会長（ 兼）執行役員

金井 政明氏

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
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これからの時代にマッチした企業グループ

「次世代の駅」のコンセプト

加藤　私たちの中核企業である京阪電気鉄道㈱は、日
本の豊かな歴史文化が蓄積する京都と大阪を結び、沿
線としています。それを強みとして、コンパクトな経営を続
けてきました。グループ全体の売上構成で見ると運輸業
と不動産業、流通業がほぼ30％ずつで、レジャー・サービ
ス業が約10％です。事業ポートフォリオ上もバランスが取
れていると考えています。
金井　先ほど京都タワーを視察させていただきました。
京都を一望できる展望室からの眺めは素晴らしく、今春リ
ニューアルされた「KYOTO TOWER SANDO」も、海外の
お客さまも多く、とても活気がありました。年間5,000万人を
超える観光客が集まる京都のまさに一等地に、これから
の時代に強い経営資源をお持ちだと改めて認識しました。

価値向上に大きく寄与しました。次の一手として、“沿線
再耕”では、京阪沿線を代表する中間駅である枚方市
駅と周辺エリアの再開発に、最重点プロジェクトとして取
り組んでいます。
　枚方市は人口40万人超の中核市で、北河内エリアの
中心地です。再開発には枚方市などとの連携も重要で
すので、時間をかけて取り組みたい。そして、「駅」のあり
方も改めて検討してみたい。これまでの駅のような機能
性と利便性だけにとどまらず、もう一歩踏み込んで夢の
あるモノにしていきたい。駅全体を大きなコンセプトで統
一し、京阪沿線ならではのライフスタイルを発信する「次
世代の駅」づくりにチャレンジしたいと考えています。

経営の原点である
沿線価値向上、
そして新たな価値創造への挑戦

Special対談

加藤　平成12（2000）年に京橋駅の京阪モールに
「無印良品」を出店していただいて以来、樟葉駅の
「KUZUHA MALL」、天満橋駅の京阪シティモールに
も出店いただき、近年では「MUJI com」の店舗展開に
おける協業などもスタートしました。私たちが沿線の「くら
しの価値」を高めていくうえで、御社との関係を深めさせ
ていただいていることは非常にありがたいと感じていま
す。金井会長は、京阪グループにどのような印象をお持
ちでしょうか。
金井　地元密着型のバランスがよい企業グループで、ポ
ジションやスケールでも、これからの時代にとてもマッチし
ていると感じています。また、持株会社体制に移行され、
大変よい経営スタイルを構築されていますね。

加藤　平成29（2017）年度を最終年度とする当社グ
ループの中期経営計画「創生果敢」では、先ほどご指
摘いただいた持株会社体制移行のほか、3つの主軸戦
略を掲げています。1つ目は“観光創造”で新たな成長を
目指すこと。最重点プロジェクトは京都駅前エリアのグ
ローバル拠点化で、京都タワーにおける取り組みはその
一環です。2つ目は京阪沿線を新しくデザインする“沿線
再耕”、3つ目は「くらしの価値」を高める“コンテンツの創
造”です。
　金井会長がおっしゃったように、地域に根差した当
社グループにとって、沿線の価値向上は創業以来の経
営の原点です。くずはエリアでは、平成26（2014）年の

「KUZUHA MALL」のリニューアルオープンがまちの
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生活者視点で考える

加藤　40品目でスタートされた「無印良品」は、現在で
は生活雑貨や衣料など7,000品目以上もの商品を展開
されています。商品開発で大切にされていることは何で
しょうか。
金井　売り手の論理ではなく、生活者の視点で考えること
です。それは何も特別なことではなくて、私はお客さまが幸
せと感じられることと、自社の社員たちが幸せと感じること
はイコールだと考えています。京阪グループには1万人以
上の社員がおられます。そうした社員の皆さんが、自分た
ちの生活を通してこれからの幸せとは何かを考えたり、話

　御社は「無印良品」という商品・サービスを通じて、世
界の人々に「感じ良いくらし」を提案されています。そう
したライフスタイル提案の背景には、どのような考え方が
あるのでしょうか。
金井　私たちの会社は、昭和55（1980）年に㈱西友の
プライベートブランドとして40品目でデビューした「無印
良品」がそもそもの始まりです。経済合理性を追求し、
成長を目指す時代のなかで、何か忘れてきたモノはな
いか。私たちの会社は、そのような考え方からスタートし
ました。モノはたくさん持てるようになったけれど、何か
満たされなくて、不安ばかりが増えている。そんな時代
のなかで、忘れ物を取りに帰るようなことが生活に必要
ではないか。その忘れ物とは、人と人とがつながるコミュ
ニティであったり、地域の文化、あるいは毎日の幸せを
じっくり考えて感謝していくことでもあるでしょう。そんな

価値観をもう一度取り
戻して、カタチにしてい
くことが、「感じ良いくら
し」の考え方のベースに
なっています。今の時代
には、それが日本だけで
なく世界の方々に新鮮
な提案として受け止め
ていただいています。
加藤　当社グループで
も、高度成長期は鉄道
のお客さまがどんどん増
えるなか、車両の増結
や線路の複々線化など

輸送力増強が大きな経営課題でした。当時は他のことを
考え、力を振り向ける余裕があまりなかったのは事実で
すね。
　安全安心な列車運行はもちろん当然のこととして、沿
線の価値を高めて、沿線の皆さまの地元への愛着やプ
ライドを醸成する、そうした取り組みにようやく注力できる
ような時代になってきました。その意味では、今がとてもよ
いタイミングだと思っています。
金井　それがまさに「沿線再耕」ですね。関西では、京
阪への強い愛着やシンパシーを持っておられる方が多
いと伺っています。その京阪グループが、沿線の人々の
日常や生活に着目し、新しい提案をされていく。そうなれ
ば、そのポジティブな関係がさらに深まって、とても素敵
な会社になるのではないでしょうか。
　それと、「次世代の駅」の役割には、“場”という考え
方もあると思います。本年4月、函館に北海道随一の広
さとなる店舗「無印良品シエスタハコダテ」をオープンし
たのですが、私たちは店舗というよりは“場”を作ったとい
う認識を持っています。“場”というのは、地域の人たちが
「私たちのまちをこうしよう」「みんなで何か盛り上げる
ことをしないか」と、議論や相談ができる機能のことで、
函館の店舗には「Open MUJI」というコミュニケーショ
ンスペースという形で実現しました。オープンまでは人が
集まるだろうかと心配しましたが、おかげさまで順調で
す。「次世代の駅」にも、地域の人が集まり、地域のこと
を考える“場”としての機能を取り入れることも考えられる
かもしれませんね。

し合ったりするところに答えがあるのではないでしょうか。
加藤　確かに、私たちの事業はほとんどがBtoCで、常
に一般の生活者の方々に密着したサービスや商品を提
供しているので、自分たちが望むもの、幸せだと感じるも
のが、一般の生活者の皆さんの幸せにもつながってい
るのかもしれません。
　そして、社員の幸せという点では、自分たちの仕事
が沿線の皆さまに支持されることが、誇りや喜びにつな
がっていきます。そのようなサイクルをつくることが、「沿
線再耕」の実現につながっていくのでしょう。
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「BIOSTYLE」創造へのチャレンジ

「STAYゾーン」が一体となった施設を目指しています。
金井　それはとても素晴らしいですね。食品、特に生鮮
食品は、生産者と消費者の断絶が課題だと考えていま
す。お互いの顔が見えないと、例えば農産物であれば、
生産者は農薬を使っても生産性を上げることしか考えな
い、消費者は安ければよい、となりがちです。私たちも農
業のSPA（製造小売業）化を構想しているのですが、京
阪グループでは、㈱ビオ・マーケットが生産者と消費者を
つなぐ取り組みをいち早く実現されていますね。
加藤　御社は、商品やサービスのベースにしっかりと
したコンセプトを持って展開しておられ、それが世界の
人々に支持されています。そうした知恵や経験を私たち
も学ばせていただければと思っています。
金井　当社は、事業がスタートした当時に関わっていた
クリエイターが、ビジネスという狭い範囲ではなく社会や
人間のありかたという観点からものづくりを発想し、それ
を今も色濃く継承しているという、非常に稀な会社です。
そうした思想やコンセプト以外には、何もありません。地
域にしっかりと根を張っておられる京阪グループが、これ
まで以上に生活者としての視点を持たれて動かれたら、
とても素晴らしい企業グループになります。それはとてもう
らやましいことですし、一緒にチャレンジする機会があれ
ばと思います。
加藤　御社をお伺いした時にいつも感じることは、社員
の皆さんが生き生きと躍動していることです。それが、い
ろいろなジャンルや新しい事業を生み出している源泉
なのでしょう。私たちも沿線の活性化や新しいコンテン
ツの創造に向けて、社員一人ひとりがしっかりと意識を
高め、チャレンジしていきたいと思います。本日はありが
とうございました。

加藤　中期経営計画の3つ目の柱である「くらしの価
値」を高める“コンテンツの創造”では、新たなライフスタ
イルを提案する新事業「BIOSTYLE（ビオスタイル）」を、
「安全安心」に次ぐ新たな京阪ブランドとして確立する
ことに取り組んでいます。
　当社グループは、平成26（2014）年、100％有機
JASの野菜や有機加工食品などの宅配事業に取り
組む㈱ビオ・マーケットをグループに迎え入れました。

「BIOSTYLE」プロジェクトでは、そのオーガニック認
証の生鮮食品を中心に、「身体によいもの」や「生産者、
作り手の思いが見えるもの」を商品・サービスとして展開
し、潤いのある心地よい暮らしの提案を目指しています。
　そのフラッグシップとなるのが、平成31（2019）年春の開
業に向け、京都・四条河原町で建設中の複合型商業施
設です。手探りではありますが、生鮮食品やグロサリーの
販売やデリ・カフェ、レストランなどからなる「EATゾーン」、
美容や健康のサービスを体感できる「CAREゾーン」、そ
して「BIOSTYLE」の世界観を体感していただけるホテル
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　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、「経営理念」を制定しました。

京阪グループの経営理念体系

経営理念体系

経営理念

経営姿勢

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。

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

環境理念
P.40参照

環境方針

行動憲章

行動指針

P.9参照
経営姿勢

経営ビジョン
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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運輸業

京阪エリアの魅力向上と
拡大に取り組む

　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すべ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なかで、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.

不

動
産業

流通業
レジャー・サービス

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

京阪グループの経営理念体系

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
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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するとともにシンボルマークとスローガンを制定。2008年4月から展開しています。

● 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。

 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

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

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

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

経 営 理 念を
象 徴 化

経 営 理 念

環境理念

環境方針

行動憲章

行動指針

経 営 姿 勢

経営ビジョン

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
快適
便利

役に立つ

中心的価値
安全安心
やさしさ

心のこもった

情緒的価値
身近
誠実

趣のある
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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」京阪グループ中期経営計画（平成27〜29年度）

「観光創造」で
新たな成長

京阪沿線を
新しくデザインする

「沿線再耕」

　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。

　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。

　京阪線で京橋、淀屋橋に次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。

京都駅前エリアのグローバル拠点化

枚方市駅および周辺エリア再開発

最重点プロジェクト

最重点プロジェクト

経営基盤の強化／4つのコア事業が取り組む重点戦略
「鉄道復権」に向けた
間断なき鉄道活性化施策

　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」を目指します。

　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

「まち」と「くらし」の
価値を高める流通業

　「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。

KYOTO TOWER SANDO
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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続けています。

基本方針  京阪グループ第2創業ステージでの挑戦〜「創生果敢」〜

「確固たる
グループ経営」の

スタイル確立

　「第２の創業ステージ」における課題に取り組み、成長するにふさわ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。

　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。

●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、
　競争力の強化を目指す

●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目指す

●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
　拡大を目指す

　「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
て確立することを目指してまいります。

持株会社体制のねらい

「BIOSTYLE」をテーマとしたコンテンツの創造最重点プロジェクト

「くらしの価値」を
高めるコンテンツ

の創造

定量目標

　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目指していきます。

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

「観光創造」を担う
ホテルとレジャー事業

　「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。

「BIOSTYLE」京都・四条河原町プロジェクト（イメージ）
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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」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、地域交通を支えるバス事業など、安全安心で、便利・快適

なネットワークの拡充に努めているほか、通勤・通学はもちろん、国内外の観

光利用のお客さまの満足度向上に向けたサービスの充実も図っています。

運 輸 業
Transportation Business

連結営業
収益

302,917
百万円

29.6％

Share

94,404
百万円
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　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

　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ご利

用いただいています。路線バスにおいて、京阪グループバスナビ（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るほか、京都を中

心に奈良や滋賀、丹後方面に観光バスを展開しています。

バス

京阪電車

完成記念式典

京都バス

　平成29年8月、京阪電気鉄道㈱は、座席指定の特別車両「プレミアム

カー」の運行を開始しました。8000系車両全10編成の6号車に組み

入れられた「プレミアムカー」には専属アテンダントが乗務しているほか、

ラゲッジスペースや座席テーブル、Free Wi-Fiなどの車内設備も充実さ

せ、ビジネスや観光利用のお客さまに「確実に座れる」「上質な移動空

間」を提供しています。

　平成29年3月、京福電気鉄道㈱は、京都市の「西院地区バリアフリー移動等

円滑化基本構想」に基づき、阪急電鉄㈱と共同で、嵐電西院駅と阪急西院駅

の結節改善・バリアフリー化を実現しました。両駅をつなぐエレベーターの新設

やホームの移設・改良、スロープの整備などを行うとともに、早朝夜間の増便を

含む嵐山線のダイヤ改正も実施し、利便性のさらなる向上を図りました。

座席指定の特別車両「プレミアムカー」の運行を開始 嵐電西
さ い

院駅と阪急西
さいいん

院駅の結節を改善

News

　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

Others
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不動産業
Real estate Business

快 適 性・利 便 性を追 求した
趣 のある街をつくる

　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。

連結営業
収益

302,917
百万円 29.4％

Share

94,014
百万円
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　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。

　「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。

　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」「ファインレジデン

ス」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。

不 動 産 開 発

不 動 産 販 売

ファインガーデンスクエア（京阪東ローズタウン）

北浜ミッドタワー（イメージ）

京阪御堂筋ビル

F&Gローズ「かおりかざり」

　京阪電鉄不動産㈱では、保有不動産の有効

活用による収益拡大を目指しています。平成29

年4月には、東京都中央区で開発した商業ビル

を、㈱ファーストキャビンへ一括賃貸しました。同

ビルには、コンパクトホテル「ファーストキャビン

京橋」が開業。東京駅へ好アクセスのホテルとし

て、幅広いシーンでの利用と同駅周辺のホテル

需給緩和への貢献が期待されています。

　平成29年7月、当社は、㈱ゼロ・コーポレーションの全株式を

取得し、子会社化しました。同社は、京都市内を中心に建売住

宅・注文建築事業などを展開しており、特に既成市街地におけ

る「まちなか建売事業」の開発ノウハウに強みを持っています。

今後は、同社のノウハウを京阪沿線へ展開することで、従来のグ

ループにおける大規模ニュータウンに加え、多様な形態の街づく

りをご提案していきます。

商業ビルを開発し、
㈱ファーストキャビンに一括賃貸

造園・園芸

㈱ゼロ・コーポレーションを
子会社化

News

Others

　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や物流施設の賃貸も手がけています。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 賃 貸
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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

流 通 業
Retail distribution Business

　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

を活かし、沿線外でも積極的な事業展開を進めています。

連結営業
収益

302,917
百万円30.8％

Share

98,493
百万円
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　「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。

　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「MUJI com」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」やいなり寿司専門店「伏見稲荷 千本

いなり」など、多様な業態を開発、展開しています。

百 貨 店

ストア

　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。

ショッピングセンター

京阪百貨店 守口店

KUZUHA MALL

TABLES Coffee Bakery&Diner

　平成28年12月、当社は、㈱カフェの全株式を取得し、子会社化

しました。建築・インテリア・環境デザインを手がけ、自社のデザイン

を活かした飲食店舗も運営する同社との協働により、グループ商

業施設のリニューアルや新規事業などにおいて、デザインやコンテ

ンツなどのソフト面においても新たな価値の創造を目指します。

㈱カフェを子会社化
　平成29年3月、㈱京阪流通システムズは「京阪モール」「KUZUHA MALL」を

リニューアルオープン。4月には「KYOTO TOWER SANDO」をオープンしました。

商業施設のリニューアルを実施

News

フレスト長尾店

PB商品

● リニューアル概要
京阪モール 「Value Rambling -価値ある寄り道-」を施設コンセプトに、多彩なショップをラ
インナップしたほか、テラス席を設けた路面店を配置し、開放的な空間とすることで、回遊性
の高い施設へとリニューアルしました。

KYOTO TOWER SANDO 京都タワービルの
地下1階から地上2階の商業ゾーンを「KYOTO 
TOWER SANDO」としてオープン。京都土産の
定番店から隠れた名店まで、55店舗を揃え、
地元の方はもちろん国内外の観光客など、さま
ざまなお客さまをお迎えするグローバル拠点に
ふさわしい施設に生まれ変わりました。

KYOTO TOWER SANDO

　「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.13参照）創造の一翼を担います。

オーガニック食品の販売

Others

19KEIHAN GROUP CORPORATE REPORT 2017



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

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

　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数多く運営。身近で心

のこもったサービスを提供しています。

連結営業
収益

302,917
百万円

9.6％

Share

30,801
百万円
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　京都・大阪・滋賀の沿線のほか、東京・札幌と合わせ全国で13ホテル・

約3,100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

　「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。

※連結決算のセグメント上は、ひらかたパークは運輸業に分類されます。

　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活かし、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

沿 線に広 がる多 様なレジャー施 設

琵琶湖ホテル

　平成29年3月、京阪ホテルズ＆リゾーツ㈱は、京都タワーホテルア

ネックスを全面リニューアルしました。「コミュニティのはじまるフレンド

リーホーム」をコンセプトに、レストランの一部に新設したラウンジ・バー

では、リビングのように寛げる空間をご提供。客室は設備を一新する

とともに、居住空間を最大

限に確保するなど、お客さ

まに親しまれるホテルを目

指しています。

　平成29年7月、㈱ホテル京阪は、

宿泊特化型のビジネスホテル「ホテル

京阪 淀屋橋」を開業しました。同ホテ

ルでは、「安らぎ」「安心感」を提供す

るとともに、「スタイリッシュトラッド」をコ

ンセプトに、最新の機能性も同時に追

求。大阪市内主要拠点はもちろん、京

都方面へも好アクセスで、ビジネス利

用だけでなく、観光やレジャー拠点と

しても便利にご利用いただけます。

「京都タワーホテルアネックス」を
全面リニューアル

「ホテル京阪 淀屋橋」をオープン

News
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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

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、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すことで、社会から信頼される企業グ

ループとなることを目指してきました。

　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が、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。

京阪グループのCSRへの考え方

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根幹に流れる思想は、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。

京阪グループの経営理念体系

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。
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　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。

　当社は、コーポレート・ガバナンス強化の観点から、監査等委員会設置会社制度を採用しています。また、取締役13名のうち5名を

社外から選任することにより取締役会の監督機能の充実を図るとともに、重要な業務執行のうち相当な部分の決定を取締役に委任

することを通じて、迅速な経営の意思決定の実現を図っています。

京阪グループとステークホルダー

コーポレート・ガバナンス

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

選任・解任選任・解任 意見陳述等

連携

監査等

会計監査

選任・解任

報告 報告

報告 連携

報告

選任・解任監督

株 主 総 会

監査

監査

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

監査等
委員会室

監査等委員会
監査等委員である取締役5名

（うち社外取締役3名）答申

諮問

指名・報酬
諮問委員会
取締役3名

（うち社外取締役2名）

取締役会
取締役13名（うち社外取締役5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
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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

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。

経営理念の浸透

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。

京阪グループのCSR
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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
　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。
コンプライアンス ・
ホットラインカード

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28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、それぞれ当社執行役員が

委員長を務めています。

　「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います。

　「内部統制委員会」および3つの専門委員会の活動状況については、「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。

CSR推進体制

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。

※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28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28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28年度は2回開催）。

◆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

京阪グループのCSR

24 KEIHAN GROUP CORPORATE REPORT 2017



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、グループ会社ごと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

同志社大学でのゲスト授業
【 開催概要】　日 時： 平成28年11月16日（水）10:45〜12:15

　　　　　　 場所 ： 同志社大学 今出川キャンパス

　　　　　　 講師 ： 京阪ホールディングス㈱ 経営統括室 経営戦略担当（広報・CSR）

　　　　　　 講義テーマ ：「京阪グループのCSRへの取り組みについて」

学生とのダイアログ

　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。

“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−

【 実施概要】

配布日・場所：
平成28年10月16日(日)

「ファミリーレールフェア2016」会場
（寝屋川車庫）

平成28年10月19日(水)・30日(日)
淀屋橋、京橋、枚方市、丹波橋、祇園四条の各駅

平成28年10月27日(木)〜11月7日(月)
Webアンケート　

回答数：1,356通

※配布3,350通、回答数1,054通（回答率31.5%）

※Webアンケートでは302通回答

駅のトイレ環境や車内のお客さまマナー、ダイ

ヤ乱れ時の対応などに対し、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、駅のトイレを順次リニュー

アル（P.29参照）しているほか、車内マナーや安

全などに関する車内放送実施や車内ポスター

掲出にも引き続き取り組んでいます。また、ダイ

ヤ乱れなどの異常時におけるお客さまへの情

報提供の充実を図るべく、旅客案内ディスプレ

イの設置を拡大するとともにWebサイトの運行

情報との連動（P.30参照）なども実施しました。

今後もお客さま満足度の向上に向け、さらなる

改善を重ねていきます。

■ 主なご意見とご提案（一部抜粋）

◉電車のイメージが強い京阪グループだが、実はさまざまな事業を展開して
おり、自分たちの生活に深い関わりがあるとは知らなかった。

◉企業の担当者と学生が対等に意見交換できる非常に有効な機会だと感じた。

◉配布された「CORPORATE REPORT」は、写真が多く、色使いも工夫
され、また文章も読みやすく、京阪グループのことをよく理解できる冊子
だと感じた。

◉CSアンケートで厳しい評価を受けた駅のトイレ環境について改善している
という話があり、利用者の声を大切にしていると感じた。

◉地域貢献活動や環境活動に積極的に取り組んでいるのは理解できたが、
認知度を上げる工夫が必要ではないか。また、これらの活動の結果、どのよ
うな効果が得られたか、もっと明確にしてもらえるとよかった。

◆お客さまの満足度

大変満足

12.5%ふつう

14.4%

少し不満

2.9%

不満 2% 大変不満

0.8%

満足 

49.7%
少し満足 

17.6%

改善のご要望トップ5

1位　トイレの清潔さ・安全

2位　車内のお客さまマナー

3位　ダイヤ乱れ時の駅や車内でのご案内

4位　ホーム、階段など駅の安全対策

5位　車内の空調

京阪グループのCSR
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社会への取り組み

　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/

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
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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

行ってい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

事態発生時にもすみ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。

http://www.keihan.co.jp/corporate/safety/
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」をご覧ください。

ジェットコースターの分解整備

電車線張り替え工事 総合事故復旧訓練

　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。

京阪電車の安全に対する取り組み

自律分散式列車運行管理
システム（ADEC）

◆多 情 報 連 続式 ATSの概要

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

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

報連続式ATSへの全面更新に取り組んでいます（平成27年度から一

部区間で使用を開始し、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を進めているほか、ホームからの転落や

ホームと車両の間へ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などの

設置、平成32年度を目途に京橋駅においてホームドアの整備着手を目

指すなど、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。

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工

場で行っています。

　鉄道会社直営の強みを活かし、鉄道車両で実施する検査な

ど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。

社会への取り組み
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　京阪グループのバス各社では、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29年度も、

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。

　なお、京阪グループのバス各社は、公益社団法人日本バス協会による「貸切バス事業者安全性評価認定制度」にて

最高評価の三ツ星を獲得しています。

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

（P.19参照）。

　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なか、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。

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。

　さらに、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も図っ

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。防犯に

関する案内物を配布するなど、街の安全安

心を高めるべく、地域の皆さまとのコミュ

ニケーションも大切にしています。

ホテルにおける取り組み
　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。

　食物アレルギーの方々を支援するNPO法人と連携した「食物アレルギー事故防止研修」では、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、アレルギーの有無の確

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。

小売業、飲食業における取り組み
　㈱京阪ザ・ストアでは、新設した品質管理担

当による店舗巡視を行っているほか、食品衛生

規定書の制定や従業員への集合研修を実施し

ています。

　また、㈱ビオ・マーケットでは、生産者・メーカー

と連携し、品質向上や検品強化を図っています。

　㈱カフェでは、飲食店の店長クラスに向けた

衛生研修を実施するなど、グループの小売店、

飲食店において、お客さまに安全安心をご提供

できるよう努めています。

さまざまな訓練の実施

食の安全安心への取り組み

複合使用建物防災訓練（京阪電気鉄道ほか）

研修風景（京阪バス）

オーガニック・ライブ

　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。そ

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。

バス会社における安全安心への取り組み

くらしの安全安心への取り組み

社会への取り組み
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「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な

どのお問い合わせのほか、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。平成20年からは、「お客さまの

声」をもとに、CSの実現に特化した「鉄道CS小委員会」を発足し、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28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。

お客さまにやさしい駅

お客さまの声に応えて

　京阪線では、全駅係員を「コンシェルジェ」と位置づけ、外部講師に

よるCS研修を実施し接客レベル向上を図っています。また、主要駅には

「けいはんインフォステーション」を設置し、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。

▶CS向上への取り組みとけいはんインフォステーション

　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るほか、サービス介助士の資

格取得を推進しています。

▶ヒューマンサポート研修

　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。

　清潔感の向上を基本に、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に取り組んでい

ます。個室は全面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、環境に配慮した節水タイプの

衛生器具やLED照明の採用を進めています。平成28年度までに七条駅・清水五条駅・祇

園四条駅・出町柳駅で整備を完了しました。

▶心のバリアフリーへの取り組み

▶快適なトイレ環境の整備

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

京阪電車の「お客さまにやさしい鉄道」を目指した取り組み

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

　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、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。

出町柳駅トイレ

社会への取り組み
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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。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、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っています。

バリアフリー化の取り組み

　車内に車いすスペースを順次設置しており、平成29年3月31日現在466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442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412両に設置しています。

　平成26年より新たに導入した13000系車両とリニューアル工事を実施した6000系車両の合

計75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など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設備を順次整備しています。平成29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、59駅のバリアフリー化（段差解消）が完了しています。

 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。

車いすスペースと優先座席

　ダイヤ乱れなどの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29年3月31日現在、京阪線40駅に「旅客案内ディスプレイ」を設置して

います（平成29年度中に京阪線全駅に設置予定）。また、平成29年2月からは、

京阪電車Webサイトにも連動させ情報発信を行っています。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ます。

▶旅客案内ディスプレイの設置

Webサイトでの延着証明書の閲覧・印刷
　列車の遅延が5分以上発生した際には、各駅で発行する延着証明書に加え、Webサイトでも延着証明書を閲覧・印刷可能にすることで、

お客さまの利便性向上を図っています。

▶車両のバリアフリー

▶駅のバリアフリー

運行状況確認用
携帯電話（画面）

「オープン型宅配ロッカー」の設置
　京阪線では、平成28年度より駅構内への「オープン型宅配ロッカー」の設置を進めており、樟葉駅など4駅

に設置を完了しています。ヤマト運輸㈱の宅急便の受取場所として指定できるもので、駅構内で荷物の受け取

りが可能になりました。今後はヤマト運輸㈱以外の宅配便にも対応するとともに設置駅を増やしていきます。

　また、㈱京阪ザ・ストアが展開するコンビニエンスストア「アンスリー」では、宅急便の発送受付および店頭

受取りサービスを実施しています(一部店舗除く)。

　ご自宅に不在がちで荷物が受け取れない、単身・共働き世帯などの方々にも暮らしやすい沿線づくりを推進

しています。

社会への取り組み
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ファインシティ枚方（イメージ）

ノンステップバス（江若交通）

キッズスペース

京阪グループバスナビ
　京阪バス㈱・京都京阪バス㈱・京阪京都交通㈱・江若交通㈱では、平成29年3月より、次世

代型総合検索サイト「京阪グループバスナビ」を導入しています。

　バス停標柱のQRコードを読み込むことで運行情報を表示できるほか、到着予定時刻・

運賃・のりばの検索や延着証明書の発行などが可能です。さらに、英語サイトの整備やバス

停のナンバリングも実施しており、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

スを目指しています。　※機能は各社で異なります。

バス会社におけるバリアフリー化の取り組み
　京阪グループのバス各社では、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時に

注意すべき事項などについても教習を実施しています。

「KGHグランプリコンテスト」の開催
　㈱ホテル京阪と京阪ホテルズ＆リゾーツ㈱では、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月からはプリンスホテル（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）との共

同企画として実施。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、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。

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。

　子育てを助け合う「子育てシェア」のAsMamaと提携したマンション「ファインシティ

枚方」など、地域やお客さまが抱える課題解決を提案するマンションを積極的に開発・分

譲しています。さらに入居後のお問い合わせに24時間・365日対応可能な総合受付窓

口のサービスを導入するなど、より付加価値の高いマンションづくりに取り組んでいます。

京阪グループ各社のお客さま満足度向上への取り組み

お客さまにやさしい施設づくり

　「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、中央インフォメーションの建て替えに伴うベビールーム拡張を機に、他のイン

フォメーションやプール・スケートエリアに設置しているベビールームを、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。また、平成29年7月には、プールエリアの更衣棟

もリニューアルし、ご家族で快適にご利用いただけ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

リニューアルしたプールエリアの更衣棟

社会への取り組み
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淀白
はくちょう

鳥保育園分園
　京阪電気鉄道㈱は、平成27年、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、同社が園舎を建設・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。

　京阪グループでは、子育てしやすく高齢者にやさ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。

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を揃え、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、多数のプランをご確認いただける

近郊最大級の総合ショールーム。京阪くずは店は立地条件を活かし、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います。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。

住まいのコンサルティングアドバイザー
　京阪電鉄不動産㈱では、平成28年11月より、枚方信用金

庫と共同で、「住まいのコンサルティングアドバイザー」活動

を行っています。京阪沿線を次の世代にも住みたい魅力的

な街にするべく、住宅の購入から維持管理まで両者が幅広

く連携し、沿線にお住まいの方々の暮らしを全面サポートし

ています。

さまざまな世代が安心して生活しやすい街づくり

京阪の家事サービス「カジスキー」
　京阪電鉄不動産㈱では、平成28年7月より、京阪の家事サービス「カジスキー」を実

施しています。

　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。

京阪ファーストリフォームプラザ

社会への取り組み
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観光案内所の開設
　当社は、㈱JTB西日本と共同で、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。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、京阪電気鉄道㈱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。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、国内外のお客さまに快適で印象

に残る京都観光をご案内しています。

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しているほか、京阪バスにおいて

もバス停のナンバリングを進めるなど、グループ施設の案内サインの多言語化を推進すると

ともに、ご案内時の補助ツールとして、コミュニケーションボードやタブレット端末などの導

入を進めています。

　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。

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、Webサイト「沿
えんたつ

達おけいはん」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。

「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。

「KYOTO 
Wi-Fi」ロゴ

「Japan Free 
Wi-Fi KYOTO」ロゴ

　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。

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。平成28年度は叡山電車７駅に「KYOTO Wi-Fi」と「Japan Free Wi-Fi 

KYOTO」を導入するなど、お客さまのさらなる利便性向上を図りました。

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

多言語対応バッジ

社会への取り組み
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　叡山電鉄㈱では、修学院車庫を一般公開し、平成28年10月

に、12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

の車庫入場・洗車体験やミニ電

車「きらら」の運行、会場と主要

駅を巡るスタンプラリーなどの

イベントを実施し、約2,500人

のお客さまにご来場いただきま

した。

　京阪電気鉄道㈱では、平成28年11月に、13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4,000人のお客さまにご

来場いただきました。

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

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、京阪グルー

プをより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開催しています。

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2016」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約3,900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」として中之島駅など3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。

明日を担う世代のために

　京阪電気鉄道㈱では、寝屋川車両基地を一般公開し、平成28年10月に、15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、「プレミアムカー」の試作モデル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14,000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

▶大津線感謝祭 ▶えいでんまつり

「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社局共同で開始した「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、お子さまを保護し、110番通報を行うなど、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しています。

ちびっこアーティストギャラリー

社会への取り組み
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中之島エリアにおける取り組み

地域社会とのコミュニケーション

　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開設した施設です。「アート」「知」などをテーマにさ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28年度は「鉄道芸術祭vol.6」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。

　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。

　6回目となる今回は、京阪沿線の幼稚園、小学校、高校など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と一緒に京阪電車中之島線各駅に展示すると

ともに、さまざまな企業や地域との連携イベントを展開しました。

▶アートエリアB1

▶駅からはじまるアートイベント「キテ・ミテ中之島」

　平成28年8月、グランキューブ大阪で「中之島なつまつり2016」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4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、大阪大学の学生

団体や宝塚歌劇団OGによるパフォーマンスも行われ、多くのお客さまが来場されました。

▶中之島なつまつり2016

鉄道芸術祭vol.6

石清水八幡宮での京阪・文化フォーラム

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、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28年度は、国宝に指定された石清水八幡宮での開催や南海電気鉄道㈱と共同でのフォー

ラムを開催し、多くのお客さまにご参加いただき好評を博しました。

嵐電教室

児童福祉施設訪問

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28年度には寝屋川市や門真市などから、計6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、平成28年度には沿線の学校を中心に、約1,100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」を実施しています。

　そのほか、グループ各社が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。

「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

地域の施設を訪問し、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28

年度で9回目（端午の節句は10回目）となります。

　また、開業当初より展望室への招待も行っており、こちらは53回を数えます。

　こうした活動が評価され、平成２８年度「京都はぐくみ憲章」実践推進者として、京都ホテルズ＆リ

ゾーツ㈱が表彰されました。

社会への取り組み
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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

ラーに照明を変更し、さまざまな

啓発活動に協力しています。平成

28年には照明をLED化し、大幅

な省エネも実現しました。

　なお、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

しています。

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づくりのためには、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28年度には龍谷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

による沿線活性化策など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。

「おまつり委員会」と「おもしろプロジェクト」
　㈱京阪流通システムズでは、同社の展開するショッピングセンターをご利用い

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に「おまつり委員会」を、

㈱京阪百貨店では、百貨店をよりおもしろい、楽しい場所だと感じていただくこと

を目的に「おもしろプロジェクト」を発足し、さまざまなイベントを開催しています。

　平成28年には、両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

のご自宅にプレゼントをお届けするイベント「サンタがお家にやってくる！？」を

共同で実施するなど、地域のお客さまとのつながりを重視した商業施設の運営を

目指しています。

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。年間約10回の練習ラウ

ンドの実施にも協力しています。

「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28年度は、㈱ビオ・マーケットと共同で、野菜の断面をスタンプにしてランチョンマットを制作する

ワークショップを開催したほか、大阪市中央卸売市場を訪問し、お客さまに鮮魚や野菜、果物の流通現場を

見学いただくツアーを実施。カゴメ㈱とトマトと野菜の栄養クイズ、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、各種イベントを展開しました。 食育フェスタ

世界自閉症啓発デーへの協力
（ブルーにライトアップ）

京福グループの熊本地震被災地支援活動
　京福グループの京福電気鉄道㈱、京都バス㈱、京福バス㈱で

は、熊本地震の被災地支援を目的に熊本県への観光誘致メッ

セージを掲出した電車・バスを運行しました。また、企画乗車券

「嵐山・嵯峨野フリーきっぷ」のデザインを「くまモン」の意匠に

変更。売り上げの一部を災害義援金として熊本県に寄付するな

ど、被災地に対する関心を風

化させることなく、支援の輪

が広がるようメッセージを

発信しました。

2016サークルステーション IN 三条

サンタがお家にやってくる！？

社会への取り組み
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　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28年には、同会と公

益財団法人大津市国際親善協会と協働で「ハロウィン電車でレッツゴー！〜英語であそぼう in 

京阪電車〜」を開催。ハロウィンの仮装や国際交流をお楽しみいただきました。これからも多く

のイベントを開催し、京阪電車に親しみや興味を持っていただくことで、お客さまから愛される

鉄道として歩んでいきます。 ハロウィン電車でレッツゴー！
〜英語であそぼう in 京阪電車〜

京阪電車大津線における取り組み

　市民団体「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、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。

　平成29年5月に開催された、大津市と大津市教育委員会による「大津っ子まつり」に参加。ミニ

京阪電車を運行し、多くのお子さまにご乗車いただき、京阪電車に親しみを持っていただきました。

▶「大津の京阪電車を愛する会」との協働

▶「石坂線21駅の顔づくりグループ」との連携

▶「大津っ子まつり」への協力

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 565,913,515株

発行済株式総数 1,595,886,000株

株主数 44,590人

◆株式状況（平成29年3月31日現在）

（株式数ベース）

金融機関

27.9％個人・その他

50.6％
その他の
法人  8.6％

外国法人など 
12.9％

◆株主構成（平成29年3月31日現在）

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28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、随時実施して

いる個別ミーティングの機会増加を図りました。

　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

社会への取り組み
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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。

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・昇進時の社内研修

や、グループ共通の「ハラスメント防止規程」の制定などによっ

て、防止・啓発に努めています。

　また、グループ各社のハラスメント相談窓口担当者を対象とし

た研修を実施するなど、従業員からの相談体制も強化しています。

障がい者雇用
　当社は、障がいのある方々の雇用を積極的に推進する目的で、平成28年12月に京阪スマイル

ハート㈱を設立し、平成29年4月に、特例子会社として厚生労働大臣の認定を受けました。

　同社は、障がい者のスタッフ5名を採用し、オフィスフロアの清掃業、名刺の印刷業、文書廃棄や

用紙補充などのオフィスサポート業を行っています。今後も引き続き、誰もが働きやすく、力を発揮

できる会社を目指し、障がい者の雇用の促進および安定に配慮した事業活動を進めていきます。

ワーク・ライフ・バランスへの取り組み
　京阪グループでは、長時間労働を防止し、従業員が仕事と私生活の充実を両立できるよう、グループを挙げて働き方の見直しに取り

組んでいます。

　当社および京阪電気鉄道㈱では、毎月2回のノー残業デーやフレックスタイム制の導入に加え、平成28年10月より、20時以降の残

業や休日出勤を原則禁止とするなど、時間外労働を削減し、従業員がリフレッシュできる時間の確保に努めています。

　また、従業員の休暇取得率の向上にも取り組んでおり、平成28年度の年次有給休暇付与日数に対する取得率は、当社は49.5％、京

阪電気鉄道㈱は94.8％で、一般的な取得率（48.7％：厚生労働省「平成28年就労条件総合調査」）よりも高い水準にあります。

　このほかにも、失効する年次有給休暇を積み立て、育児や介護等のための休暇に充てられる制度も設けるなど、働きながら育児や

介護等を行う従業員をサポートしています。

　グループ各社においても、長時間労働の防止や適正な労働時間管理について継続的に取り組んでおり、業務そのものの見直しも含

め、各社の業種業態に応じた働き方の見直しを図っています。

働きやすくやりがいのある職場づくり
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。

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、働きやすく、働き甲斐のある職場環境や制度を整備する
とともに、人権の尊重や労働災害の防止、従業員の健康増進にも努めています。

従業員のために

社会への取り組み
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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。

「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。

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、安全衛生文化の定着に努めています。

安全衛生に関する取り組み

災害の種別 H26 H27 H28

業務上 20（10） 11（4） 16（4）

通　勤 7（1） 8（4） 7（5）

（年度）

（  ）内は第三者行為による災害

◆労働災害発生件数（京阪電気鉄道㈱）
労働災害防止対策
　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）災害の防止対策

として、ポスターによる啓発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。

社員安全衛生教育
　京阪電気鉄道㈱では、災害や事故がなく、健康で明るく働ける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。

　この研修会では、安全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。

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、保

健指導や健康管理基準に基づいた健康診断を行っています。また、長時間労働者への面接指導や、受動喫煙防止対策も兼ねた禁煙活

動・禁煙指導なども行い、疾病の早期発見と予防に努めています。

　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、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社で一体的に実施し、メンタル

ヘルス不調未然防止や職場環境の改善に取り組ん

でいます。

社会への取り組み
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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。

環境への取り組み

　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

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。

 

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

◆京阪グループの環境マネジメント体制図

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マネジメント

滋賀県の美しい棚田（P.49参照）
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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※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。

環境方針
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。

　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。

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

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

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。

KESISO14001

◆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23年 2月 京阪ビルテクノサービス㈱

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。

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。

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。

年度 H26 H27 H28

対前年度比 ▲4.6％ ▲2.9％ ▲0.0％

※省エネ法に基づく特定事業者9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、㈱ホテル京阪、京都ホテルズ＆リゾーツ㈱

◆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％）

◆エネルギー使用量とCO2排出量の推移

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。

エネルギー使用量
（原油換算kℓ）

CO2排出量
（t-CO2）

125,000

122,000

119,000

116,000

113,000
（年度）

270,000

260,000

250,000

240,000

230,000

（kℓ） （t-CO2）

H28

235,740

H27

254,707 116,048

H26

263,730

123,573

120,932

環境への取り組み
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※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。

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。

◆環境マネジメント体制図（平成29年7月現在）

監査内部統制室

環境事務局 環境管理責任者

環境会議

社 　　長

部 門 長

エコ管理者

エコリーダー

各
部
門

※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。
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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。

平成29年度目標
取り組みテーマ 環境目的 平成29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２8年度比１％削減

省エネ活動の推進 原単位削減率：平成２8年度比１％削減

公共交通利用促進 サイクル＆ライド駐輪場5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11ヵ所

・ロングレール化339単ｍ

・道床交換890単m（京阪線）、85単m（大津線）

・パンタグラフ舟体CFRP化12両

・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 ２０１7」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。

取り組みテーマ 環境目的 平成28年度目標 平成28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２7年度比１％削減 対平成２7年度比3.55％増加

省エネ活動の推進 原単位削減率：平成２7年度比０.１％削減 平成２7年度比３．７0％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5ヵ所新設 1ヵ所増設

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

・分岐器改良8ヵ所
・道床交換596単m（京阪線）、140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3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

・「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１5回）

平成28年度目標と実績 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

平成28年度の実績について
　省エネ活動の推進や公共交通利用促進が目標を大き

く上回る達成状況となった反面、最大の環境負荷である

鉄道電力の削減については、さまざまな取り組みを実施

しましたが、猛暑の影響等により、目標の総合原単位の

平成27年度比1％削減を達成することができませんで

した。

　平成29年度も、目標達成に向け、当社と京阪電気鉄

道㈱が一体となり、努力を重ねてまいります。

◆教育実績表 （平成28年度）

項 　目 受講人数

エコリーダー研修 33人

環境法規制セミナー 49人

新入社員への研修 42人

新任管理職・係長への研修 42人

環境への取り組み
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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
エネルギー使用量 資源使用量

使用量 熱量換算 前年度比

電力 243,160 千kWh 2,424,300 GJ +0.3%

都市ガス 323 千m3 14,522 GJ +13.7%

LPG（プロパンガス） 2,445 kg 124 GJ -61.3%

重油 192 kℓ 7,488 GJ +5.0%

灯油 11 kℓ 399 GJ -49.2%

ガソリン 43 kℓ 1,482 GJ +13.3%

軽油 56kℓ 2,098 GJ +10.1%

合計 2,450,413 GJ +0.36%

使用量 前年度比

水 1,310 千m3 +134.8%

紙
（A4用紙換算） 10,272 千枚 +9.9%

アセチレンガス 0.03 千m3 +460.0%

塗料 2,928 kg +36.6%

車両用洗浄液 1,603 kg -50.4%
※1,2

平成28年4月の持株会社体制移行に伴う京阪EMS対象範囲変更を受け、前年度の環境負荷データを見直したうえ、前年度比較を行っています。

※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（0.509t-CO2/千kWh）を使用しています。

事 業 活 動

鉄道 レジャー

OUTPUT

エネルギー消費による
CO2換算排出量の割合

電力 99％

その他 1%

CO2排出量 廃棄物
排出量 前年度比

一般廃棄物 1,103 t +22.6%

産業廃棄物

汚泥 61 t −13.6%

廃油 11 t −14.0%

廃酸 0.0 t 0.0%

廃アルカリ 1.8 t 0.0%

廃プラスチック類 147 t +19.5%

ゴムくず 22 t +52.7%

金属くず 116 t −91.0%

ガラスくず 11 t −99.4%

コンクリートくず 93 t +141.0%

陶磁器くず 3 t −77.7%

がれき類 240 t +185.9%

排出量 前年度比

特別管理
産業廃棄物

廃油 0.07 t −1.4%

廃酸 0.03 t 50.0%

廃アルカリ 0.00 t −100.0%

感染性
産業廃棄物 0.01 t −54.5%

特定有害
産業廃棄物

廃ＰＣＢ 59.15 t −50.4%

廃石綿 0.00 t 0.0%

125,300 t-CO2

前年度比 +0.4%

合計
706.6t
前年度比
-80.8%

※3

環境への取り組み
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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28年度の環境保全の

ための投資額は約4億2千万円、費用額は約4億3千万円でした。

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。

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。

（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28年4月1日から平成29年3月31日です。
● 集計範囲は京阪ホールディングス㈱、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。
● 平成28年4月の持株会社体制移行に伴う京阪EMS対象範囲変更を受け、前年度の環境会計デー
　タを修正しています。

● 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。

分類 主な取り組み内容
平成27年度 平成28年度

投資 費用 投資 費用
（1） 事業エリア内コスト 385,306 503,949 427,432 407,492

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、溶剤回収装置、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、踏切強化、電波障害対策

208,957 28,236 251,293 33,697

（1）-2 地球環境保全コスト
空調冷媒代替フロン化、省エネルギー型空調設備導入、省エネルギー型照明機器導入、LED
式表示器類導入、高効率変圧器導入、節水器具採用、廃切符のトイレットペーパー化、緑地管
理、事業活動に伴う自然保護・緑化・美化

148,843 98,106 102,349 33,282

（1）-3 資源循環コスト 廃棄物処理・処分、アスベスト処理、PCB廃棄物処理、車両清掃、排水下水化、グリストラップ
清掃、エコ制服 27,506 377,607 73,790 340,513

（2） 上・下流コスト グリーン購入費 0 5,656 0 2,892

（3） 管理活動コスト 測定・計量、「CORPORATE REPORT 2016」発行、環境教育費（EMS法規制セミナー等） 0 15,247 0 16,501

（4） 社会活動コスト 植林用事業資材活用、事業敷地外緑地の充実・整備 0 0 0 4,193

合 　　計 385,306 524,852 427,432 431,078

事業内容
平成27年度 平成28年度

投資 費用 投資 費用
鉄道事業 385,306 401,761 427,432 395,615

レジャー（ひらかたパーク） 0 66,584 0 12,039

その他 0 56,507 0 23,424

合 　　計 385,306 524,852 427,432 431,078

環境保全効果の分類 環境パフォーマンス指標（単位） 平成27年度 平成28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）　※2016年度換算 2,441,696 2,450,413  8,717

内
訳

 電気（GJ） 2,417,471 2,424,300 6,830

その他エネルギー（GJ） 24,226 26,113 1,887

水資源投入量（千m3） 558 1,310 752

紙（千枚） 9,346 10,272 926

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）　※2016年度換算 124,851 125,300  450

内
訳

 電力（t-CO2） 123,420 123,768  349

その他エネルギー（t-CO2） 1431 1,532 101

廃棄物等総排出量（t） 4,580 1,809 △ 2,771

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）　※2016年度換算

21.6 18.9 △ 2.7

効果の内容 平成27年度 平成28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

17,576 13,741

使用済み
製品の
リサイクル

古レール・古レール付属品 5,589 1,711

古車輪 717 1,020

古金属すり板 　　 145 48

古機械器具 0 0

古木まくらぎ 0 18

廃カード 3 3

費用節減 エネルギー費用の節減 105,325 54,041

合 　　計 129,355 70,582

全社-CO2排出量（t-CO2）/売上高（百万円） 2.16

鉄道電力消費量（千kWh）/鉄軌道収入（百万円） 4.16
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◆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

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.42参照）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。

　その結果、同社の鉄道電力の推移は右のグラフのとおりと

なり、平成28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。

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。

　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。

　平成29年3月31日現在704両中687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。

京阪電車の電力削減に関する取り組み

◆省エネルギー車両の推移

◆鉄道電力の推移

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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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。

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。

　京阪線では、各種信号機のLED化を推進しており、平成29年3月31日現在、110基

をLED化しています。駅では、照明更新時にLEDなどの高効率器具の導入を進めてお

り、平成28年度には門真市駅、深草駅のホーム照明をLED化しました。また、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へと更新しています。　

　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29年3月

31日現在、車内灯は704両中138両、前部標識灯は233両中118両をLEDに更新

しています。

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年に橋本駅付近、平成27年に中書島駅

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約22

世帯分に相当し、年間約51,000kgのCO2削減の効果があります。

空調機
冷却塔

ヒートポンプ 空調用冷水

空気熱源方式／冷房時
冷却塔を通じて大気へ排熱

空調機

空調用冷水

ヒートポンプ

熱交換器

河川 河川

河川水利用方式／冷房時
熱交換器を通じて河川へ排熱

太陽光発電システム （中書島駅付近）

車内灯のLED化

河川水の温度差エネルギー活用

パーク＆ライド
　京阪電気鉄道㈱では、市街地や観光地に向かうマイカー利用者に対して、駅周辺の駐車場にマイカーを停め、公共交通機関を利用す

るパーク＆ライドへの移行を促し、環境負荷低減を図っています。

　平成17年からは、京都市内中心部の道路渋滞を緩和するため、行政機関と協働で、京都方面に向かう方向けのパーク＆ライド駐車

場のご案内に取り組んでいます。

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、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28年度は、天満橋駅・萱島駅・交野市駅・八幡市駅・淀駅・皇子山駅にて駐輪場を新設または

増設しました。

公共交通利用促進

淀駅高架下第2駐輪場

環境への取り組み
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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各社では、自動アイドリングストップ装置付

き車両やハイブリッド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。

流通施設における環境負荷低減の取り組み
　京阪グループでは、運営する商業施設や飲食店等において、照明のLED化等による環境

負荷の低減に取り組んでいます。

環境・社会配慮型物流施設の建設
　当社は、社会的ニーズの高まる内陸型物流施設として、「京阪淀ロジスティクスヤード」を平成

28年4月に全面開業しました。

　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を、建物南

側には緑地帯を配し、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。

京阪グループ各社の地球温暖化防止の取り組み

屋上の太陽光パネル

荷物の積み込み

新しい空調システム

太陽光パネルと屋上緑化

ハイブリッド車両（京都バス）

　㈱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年に

導入。空調に要する冷温水ポンプの電力使用量を約60％削減しました。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月には基本照明のLED化が完了。これらの取

り組みにより、電力使用量の削減に努めています。

▶京阪百貨店守口店

　「KUZUHA MALL」は、平成26年のリニューアルに伴う屋内外すべての光源の

LED化により、共用通路部で60～75％のCO2削減を実現しました。その優れた省

エネ性とデザインが評価され、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の採用や南館屋上への約

70,000kWh/年の発電量を持つ太陽光パネルの設置、本館・南館の屋上と壁面の

緑化、電気自動車充電スペースの確保など、環境にやさしいショッピングセンター

を目指しています。

　そのほか、お客さまに緑を感じていただけるよう、エントランスまわりには植栽も

配置しています。

▶KUZUHA MALL

環境への取り組み
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環境に配慮した船の運航
　同社が運航する「megumi」は、造波抵抗の軽減による低燃費化のほか、バイオディーゼル燃料対

応機関や太陽光・風力発電システムの搭載など、環境に配慮した観光船です。平成28年11月には、

一般社団法人滋賀グリーン購入ネットワーク主催の第2回「買うエコ大賞」で滋賀県知事賞を受賞

しています。

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 と々連携しながら、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

比叡山の間伐材利用促進事業

びわ湖の環境保全に関する取り組み

　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。

　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。

地域との協働による駅の緑化活動
　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

活動に取り組んでおり、西院駅など9駅にプランターや花壇、雨水

タンクを設置しています。また、

沿線の小学校で園芸教室を開催

するなど沿線の方々や商店街の

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ています。
園芸教室

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」をテーマに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。

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。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

展を目指しています。 学習船「うみのこ」

桜の苗木の寄贈
　毎年、公益財団法人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29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

環境への取り組み
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山野草プロジェクト

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・振動の低減」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。

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

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歪みます。この

歪みを保守用車（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

石を突き固めることによって、

乗り心地の改善や騒音・振動

の低減を図っています。

道床突き固め作業

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。

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。

CFRP製パンタグラフ

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。

防音車輪の仕組み

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

「里山の食彩」と「山野草プロジェクト」
　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。これまでに累計約210tの棚田米を使用しており、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」も、平成21

年から実施しています。

　これらの地元生産農家の方々などと協働して取り組んできたプロジェクトが、継続的な環境への取り組みと

して評価され、同ホテルは、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。

環境への取り組み
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KiKi京橋大阪水上
バス

京阪
モール

ホテル京阪
京橋 グランデ中之島

淀屋橋 天満橋 京橋

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
淀屋橋

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

T O K Y O

S A P P O R O

京阪グループのプロフィール

京阪グループネットワーク        （平成29年8月1日現在）

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㈱

京阪ホールディングス 会社概要（平成29年3月31日現在）

京阪グループの概要（平成29年3月31日現在）

42社（当社および持分法適用会社を含む）

6,922名

3,029億円

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 … クレジットカード業

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

京阪グループの事業エリア

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

44,590名

133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

グループ経営に関する事業など

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

京阪ホールディングス ㈱ 役員（平成29年6月20日現在）

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

中野 道夫取 締 役
常 務 執 行 役 員

三浦 達也取 締 役
専 務 執 行 役 員

上野 正哉取 締 役
常 務 執 行 役 員

稲地 利彦取 締 役
常 務 執 行 役 員

石丸 昌宏取 締 役
常 務 執 行 役 員

佃  和 夫取 締 役

北  修 爾取 締 役

長濱 哲郎
取 締 役
監 査 等 委 員

（ 常 勤 ）

中谷 正一
取 締 役
監 査 等 委 員

（ 常 勤 ）

梅 﨑  壽取 締 役
監 査 等 委 員

取 締 役
監 査 等 委 員 田原 信之

草尾 光一取 締 役
監 査 等 委 員

立山 卓司執 行 役 員

堀野 和久執 行 役 員

松下 　 靖執 行 役 員

塩 山  　 等執 行 役 員

吉村 洋一執 行 役 員

道本 能久執 行 役 員

工藤 俊也執 行 役 員

※当社は、平成29年6月20日付で監査等委員会設置会社に移行いたしました。

ホテル京阪
ユニバーサル・タワー

京阪シティモール

京阪百貨店
守口店
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Ⓙ
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宝ヶ池
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ひらかたパーク
Ⓔ

ホテル京阪
ユニバーサル・タワー

Ⓐ

京都タワーと
京都タワーホテル

Ⓘ

ホテル京阪 京都 グランデ
Ⓙ

京都センチュリーホテル
Ⓚ

京阪シティモール
Ⓑ

ファインガーデンスクエア
（京阪東ローズタウン）

Ⓗ

京阪百貨店 守口店
Ⓒ

京阪百貨店 すみのどう店
Ⓓ

くずはタワーシティ
（くずはローズタウン）

Ⓖ

レジャー・サービス業 流通業 不動産業

ミシガン
Ⓛ

琵琶湖ホテル
Ⓜ

レジャー・サービス業

KUZUHA MALL
Ⓕ

京都タワー
京都タワーホテル

京阪グループネットワーク        （平成29年8月1日現在）

運輸業

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㈱
㈱ゼロ・コーポレーション

不動産業

㈱ホテル京阪
㈱ホテル京阪マネジメント
京阪ホテルズ＆リゾーツ㈱
琵琶湖汽船㈱
琵琶湖汽船サービス㈱
びわこフードサービス㈱

レジャー・サービス業
大阪水上バス㈱
比叡山鉄道㈱
㈱樟葉パブリック・ゴルフ・コース
比叡山自動車道㈱
㈱ガーデンミュージアム比叡

江若交通㈱
京都バス㈱
ケーテー自動車工業㈱

㈱京阪ビジネスマネジメント
㈱京阪カード
京阪スマイルハート㈱

その他
㈱ビオスタイル
㈱はちけんや

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㈱

㈱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

流通業

㈱京阪レストラン
㈱ビオ・マーケット
㈱カフェ
㈱LITTLE LION

くずはタワーシティ
（くずはローズタウン）

ファインガーデンスクエア
（京阪東ローズタウン）

KUZUHA MALL

京阪百貨店
守口店

京阪百貨店
すみのどう店

ホテル京阪 京都 グランデ

京都センチュリーホテル

ひらかた
パーク

琵琶湖ホテル

ミシガン
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財務ハイライト（連結）

第92期（平成25年度）　 第93期（平成26年度）　 第94期（平成27年度）　 第95期（平成28年度）　

営業収益 289,203 294,906 300,188 302,917
営業利益 25,085 29,437 31,524 32,343

経常利益 21,457 27,435 28,461 30,335

親会社株主に帰属する当期純利益 14,420 17,864 22,385 22,636

総資産 671,182 664,236 670,333 679,631

純資産 169,864 190,513 191,790 203,455

営業活動によるキャッシュ・フロー 29,573 21,459 36,334 38,569

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 15,132 △ 4,473 △ 27,750 △ 29,597

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 11,412 △ 16,275 △ 5,768 △ 20,020

1株当たり当期純利益（円） 25.65 31.78 39.95 42.20

1株当たり純資産（円） 297.08 334.67 349.13 374.20

1株当たり配当額（円） 6.00 6.00 6.00 6.00

自己資本当期純利益率（ROE）（%） 8.9 10.1 11.9 11.6

総資産営業利益率（ROA）（%） 3.8 4.4 4.7 4.8

自己資本比率（%） 24.9 28.3 28.2 29.5

ネット有利子負債／EBITDA倍率（倍） 7.1 6.1 6.1 5.9

（単位：百万円）

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

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。

（単位：万人）総旅客数（京阪電気鉄道㈱）

運輸

その他

不動産

流通

29.6 %
連結営業収益

302,917百万円

29.4 %

0.6%

9.6%

30.8 %
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京阪グループのプロフィール
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「CORPORATE REPORT 2017」を読んで

「選ばれる京阪」の具体化

　平成28年４月の持株会社移行後一年を経過して作成されたコーポレートレポートは、京阪グループとしての方針、

すなわち経営理念体系から中期経営計画までの関係、そしてその根底にあるCSRの考え方も分かりやすく整理・

明示する内容となっています。京阪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、中期経営計

画「創生果敢」では、3つの主軸戦略「観光創造」「沿線再耕」「くらしの価値を高める“コンテンツの創造”」と4

つのコア事業が取り組む重点戦略に落とし込み、京阪グループが提供する価値を説明しています。第2の創業の

内容が具体的に見えてきました。CSRの観点から言えば、このような方針が、どのような社会的価値の創造へつながっ

ていくのか、に期待が高まります。

CSRの多様な活動の促進

　報告書では前半に方針や組織の整備状況、事業分野ごとの説明が記載され、そのなかで京阪グループが

創造する価値について語られています。後半は具体的な事例がたくさん紹介されています。豊富な事例は京

阪グループの活動が充実していることを示しています。ただし、これらの活動が、全社的な経営方針のもとでの

取り組みなのか、ボトムアップ型の多様な活動なのか、分かりにくい面もあります。CSR活動にはその両面が必

要なので、京阪の経営方針から行うCSR活動には目標の設定や指標化などのマネジメントを、ボトムアップ型の

活動については社員の創意工夫を促す仕組みの構築が必要になると思います。

グループのレポートとして

　京阪グループの報告書として、グループ全体の状況が知りたいと思います。安全安心については、鉄道が中

心ですが、バスや住宅、さらに食の安全安心までが紹介されています。食の安全確保からオーガニック食品の

普及拡大、また従業員のワークライフバランスから働き方改革、子育てしやすい街づくりなど、さまざまな分野に

おける社会課題の解決への貢献事例が見られました。京阪グループが本業で社会に貢献している様子が分

かりやすく紹介されていると思います。Special対談では「駅は場である」といった議論も交わされていますが、

公共的な分野を含むさまざまな分野の事業を包括するグループだからできる貢献は期待が高く、その評価も高

いものとなります。

　京阪グループの活動報告としてとても分かりやすい報告書ですが、一部の社会性情報に関してはグループ

全体を範囲としていません。可能な限り数値情報でグループ全体について情報発信されれば、さらに京阪グルー

プの評価が高まると思います。

2017年9月1日
神戸大学大学院
経営学研究科教授

國部 克彦

第三者意見
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1910 年代

創業者から受け継がれる
ＣＳＲの精神

1940 年代1900 年代

1950 年代

1960 年代

1970 年代

渋沢栄一翁（渋沢史料館所蔵）

1906年［明治39・11・19］
京阪電気鉄道（株）創立

1910年［明治43・4・15］
大阪・天満橋駅−京都・五条駅間開通

1910年［明治43・10・15］
第１回 菊人形を香里園で開催

1913年［大正2・6・1］
宇治線（中書島駅−宇治駅）開通

1915年［大正4・10・27］
五条駅−三条駅間開通

1945年［昭和20・5・1］
交野電気電鉄（株）の
事業を譲受、
交野線と呼称

1943年［昭和18・10・1］
戦時合併により
京阪神急行電鉄（株）に
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

1954年［昭和29・9・3］

1955年［昭和30・12・3］

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

1963年［昭和38・4・15］

1968年［昭和43・11・10］

京阪本線を淀屋橋まで延長（地下線）

くずはローズタウンの第一期分譲を開始
1970年［昭和45・4・15］
京阪ショッピングモール（現京阪モール）開業

1972年［昭和47・4・1］
くずはモール街開業

1974年［昭和49・7・23］

1979年［昭和54・3・10］

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

京阪グループのあゆみ
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　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、地域社会の発展にも寄与す

るという高邁な思想に基づくものでした。

1980 年代

1990 年代

2000 年代

2010 年代

　渋沢翁の経営哲学は、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CSRそのものだと言えます。当社

グループでは、この精神をグループ全体で受け継ぎ、

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。

1987年［昭和62・5・24］

1983年［昭和58・10・1］

1989年［平成元・10・5］

1985年［昭和60・10・12］

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

鴨東線（三条駅−出町柳駅）開通

京阪百貨店守口店開業

1992年［平成4・5・12］

1996年［平成8・7・20］

京阪東ローズタウン街びらき

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

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

2000年［平成12・12］
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

2004年［平成16・3・15］
京阪電気鉄道（株）が会社全体で

「ISO14001」認証取得（鉄道会社では日本初）

2005年［平成17・4・14］
「KUZUHA MALL」グランドオープン

2005年［平成17・5・27］
「京阪シティモール」グランドオープン

2006年［平成18・3・22］
京阪電気鉄道（株）が東京証券取引所
市場第一部に上場

2008年［平成20・4・15］
京阪グループ新シンボルマーク、
スローガンを制定

2005年［平成17・12・4］
「ひらかた大菊人形」の歴史に幕

2008年［平成20・10・19］
中之島線（天満橋駅−中之島駅）開業

2003年［平成15・10・1］
e-kenetカード発行開始

2014年［平成26・3・12］
「KUZUHA MALL」
第2期グランドオープン

2015年［平成27・5・29］
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

2014年［平成26・11・28］
京阪電気鉄道（株）が

（株）ビオ・マーケットを
完全子会社化

2016年［平成28・4・1］
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）

2017年［平成29・7・3］
（株）ゼロ・コーポレーションを
完全子会社化

2016年［平成28・12・28］
（株）カフェを完全子会社化
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