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社長からのメッセージ
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弥

　帝国ホテルは、1890（明治23）年に日本の迎賓
館として誕生しました。創業よりの使命を継承した
当社の理念は、国際的ベストホテルとして国際社
会に貢献することにあります。
　2016年度は、「中期経営計画 2016–2018」を
策定し、「信頼の絆を結び、ともに未来へ」をビジョ
ンに掲げ、重点課題として「安全性の追求」、「帝
国ホテルブランドの向上」、「顧客満足の追求」、

「イノベーションへの挑戦」の4つを設定し、それ
ぞれ取り組みを進めてまいりました。
　このビジョンのもと、当社グループは、健全な事
業活動を通じて利益の最大化を図るだけでなく、
お客様、株主、従業員をはじめとするステークホ
ルダーとともに、より良い社会と未来の実現を目指
し、信頼関係のさらなる向上、新たな商品・サービ
スを通じて社会的価値の創造にチャレンジしてま
いります。

　ここに、当年度における当社グループのＣＳＲ
活動を、「ＣＳＲレポート2017」としてまとめました。
　今後も企業として、そして日本のホテル業界の
リーディングカンパニーとして、当社ならではのお
もてなしの心・サービスを活かし、社会貢献を最
大の使命のひとつとして、ＣＳＲを積極的に推進し
てまいります。

2016年4月　  2017年3月

1933年9月 上高地帝国ホテル完成時

帝国ホテルの企業理念
帝国ホテルは、創業の精神を継ぐ日本の代表ホテル

であり、国際的ベストホテルを目指す企業として、最も
優れたサービスと商品を提供することにより、国際社会
の発展と人々の豊かでゆとりある生活と文化の向上に貢
献する。

帝国ホテルの行動指針

帝国ホテルの沿革

● 私たちは、その伝統を十分認識し、お客様の要請を発
想の原点として、提供する総てのサービス、技術の向
上改善に徹し、新しい価値の創造に努める。

● 私たちは、創意工夫と挑戦の精神を尊重し、かつ協調と
調和の態度を貫くことにより総合力の向上を追求する。

● ホテル業が、人を原点とすることを正しく理解し、規範
たるホテル十則の導く行動に徹する。

コーポレート・ガバナンス体制 コンプライアンス
中期経営計画における重点課題のひとつ「安全性の

追求」は、“企業としての信頼を確立”することを重視し
ており、ＣＳＲを推進する上で基本となるガバナンス、内
部統制、コンプライアンスなど、企業としての健全性・
透明性を高める取り組みを進めております。

当年度も、コーポレート・ガバナンス体制をより強化す
べく、全従業員を対象にコンプライアンス研修を実施し、
コンプライアンス違反によるリスクや内部通報制度、情報
漏洩防止対策、ＳＮＳ利用時のマナーに加え、マタニ
ティハラスメントなどに関する研修を実施しました。こうし
た取り組みにより、法令ならびに企業倫理の遵守のさら
なる徹底を図っております。
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１８９０年 1１月 帝国ホテル開業
１９２３年 ９月 ライト館落成
1933年１０月 上高地帝国ホテル開業
１９４５年 ９月 連合軍の宿舎として接収される
１９５２年 ４月 自由営業再開
１９５８年 8月 インペリアルバイキング営業開始
１９６１年１０月 東京証券取引所市場第二部に上場
１９６７年１１月 ライト館閉鎖
１９７０年 ３月 新本館（現本館）開業
１９７１年１１月 ホテルショップ「ガルガンチュワ」開店
１９８３年 ３月 インペリアルタワー（現帝国ホテルタワー）開業
１９９０年１１月 開業100周年
１９９６年 ３月 帝国ホテル大阪開業
２０００年１１月 開業110周年、ザ・クレストホテル柏開業
２００２年 ３月 本館屋上緑化計画工事完了
２００４年 5月 インペリアルバイキング サール、 

インペリアルラウンジ アクア開店
２００５年１１月 黒田慶樹様と内親王紀宮清子様の婚礼が行われる
２００７年 ３月 パークサイドダイナー開店
２００９年 4月 ハワイの名門ホテル「ハレクラニ」と提携

10月 本館客室全面改修完了
11月 ブライズサロンオープン

２０１０年１１月 開業120周年
LHW総会が開催される

２０１２年１０月ＩＭＦ・世界銀行年次総会が日本で開催され、 
東京国際フォーラムとともに帝国ホテル東京がメイン会場となる

２０１３年 ９月 ライト館誕生から90年・帝国ホテルアーケード開業90周年
１０月 上高地帝国ホテル開業80周年

２０１5年 11月 開業125周年
２０１6年 3月 帝国ホテル大阪開業20周年

4月 タワー館客室全面改修完了

株式会社帝国ホテル
〒100-8558　東京都千代田区内幸町1-1-1 

TEL （03）3504-1111　 
URL  http://www.imperialhotel.co.jp
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お客様とともに

株主の皆様とともに

さらなる顧客満足度の向上
●JCSI（日本版顧客満足度指数）調査で8年連続１位
　サービス産業生産性協議会によるJCSIの調査結果
において、帝国ホテルはシティホテル業種で第1位を獲
得しました。この調査が開始された2009年より、8年連
続で1位となり帝国ホテルの高品質なサービスが高く評
価され続けています。

●宿泊客満足度調査および会員プログラム顧客満足度調査
で総合満足度1位
　顧客満足度に関する調査･コンサルティングの国際
的な専門機関Ｊ・Ｄ・
パワーアジア･パシ
フィックが実施した、
「2016年日本ホテル
宿 泊 客 満 足 度 調
査」の「1泊35,000円

以上部門」で帝国ホテル東京が総合１位を獲得しまし
た。また、「2016年日本ホテル会員プログラム顧客満足
度調査」において、顧客会員組織「インペリアルクラブ」
が前年に続き1位となりました。当社の顧客への対応
が、第三者調査機関より高く評価されました。

●さすが帝国ホテル推進活動
　お客様の期待を上回るサービスを行い、「さすが帝
国ホテル」と評価していただくために、「さすが帝国ホテ
ル推進活動」を行っています。例年、毎月の表彰者から
年間大賞を選ぶ表彰式を開催し、表彰を受けた従業員
やパートナー企業のスタッフの対応を振り返り、サービス
レベルの向上
を図っていま
す。

●ダイバーシティとワークライフバランスの推進
　多様な価値観を尊重し、従業員がいきいきと働き、能
力を最大限に発揮することが、イノベーションの創出、
生産性の向上、サービスの向上に寄与するものと考え
ております。
　当年度は、ダイバーシティを理解するために、管理職
研修、女性中堅層研修、育児経験者の働き方を紹介す
るなどの情報発信を通じ、意識の啓
発をおこないました。
　制度面では、育児休業期間と育児
短時間勤務取得期間を延長するとと
もに、介護の分野では、外部相談窓口
サービスの提供や介護休業取得者
に対する見舞金支給制度を新たに
導入し、2017年4月、厚生労働省よりト
モニンマークを取得するなど、育児支
援のみならず介護する従業員の就労
支援にも力を入れております。
　また、ダイバーシティ実現の大前提にはワークライフバ
ランスの推進が不可欠と考え、年間の休日・休暇制度を
充実させており、業界内だけでなく他業種と比較しても
短い年間総実労働時間を実現しています。今後も、生
産性向上を意識した業務プロセスの見直しや重複業
務の削減など労働時間を適正に保つための働き方改
革に取り組んでまいります。
　なお、当社は障がい者雇用についても積極的に取り
組んでおり、2006年度以降法定雇用率を達成しており
ます。

　帝国ホテルグループは、株主・投資家の皆様のご期
待にお応えすべく努力を続けています。

安定配当　帝国ホテルは、長期にわたる安定的な経営
基盤の確保による安定配当の継続を経営の基本方針

従業員とともに

とし、業績を勘案して、株主様への利益還元に努めてお
ります。

社会とともに

トモニンマーク

くるみんマーク

社会貢献
復興支援
●東日本大震災被災地復興支援ツアー
　被災地支援の一環として、7月初旬に一泊二日の日程で

「東日本大震災被災地復興支援ツアー」を計5回開催し、149
名の従業員が参加しました。今回は石巻を訪れ、復興の様
子を肌で感じることができました。
　支援ツアーは2012年より実施し5年間で延べ676名の従
業員が参加しました。今後とも被災地への支援をさまざま
な形で継続してまいります。

●熊本地震に対する義援金
　2016年4月に発生した熊本地震に対し、日本赤十字社な
らびに熊本県へ400万円を寄付しました。これは、グループ
従業員および役員と会社からの寄付金を合わせたもので
す。

●「料理ボランティアの会」活動
　「料理ボランティアの会」は食を通じて災害の復興を支
援する団体で、被災地での交流会などを開催しています。
当年度は8月9日に熊本・大分の被災地支援、9月23日には
東日本大震災の復興支援として、チャリティ食事会に調理
スタッフを派遣しました。

●ベルマーク活動
　従業員が収集したベルマーク4万点を、「ベルマーク財
団」を通じて、熊本県内の小中学校に寄贈しました。

●第７回帝国ホテル落語会
　3月20日、人間国宝 柳家小三治と柳家三三による「帝
国ホテル落語会」を開催し、売上の一部を「東日本大震災
義援金」として寄付しました。

社会福祉活動
●サンタクロースの病院・養護施設訪問
　東京・大阪において、クリスマス時期にサンタクロースと当
社従業員が、病院や養護施設を訪問し、病気や障がいを
持つお子さんたちと楽しいひと時を過ごしました。

地域社会との共生
●「上高地を美しくする会」への参加
　上高地帝国ホテルでは、地域の美化を推進する「上
高地を美しくする会」
に参加しています。周
辺のゴミ収集など、地
域の美化に協力して
います。

●地域への貢献
　帝国ホテル東京の地元内幸町の町会活動として、定期
的な町内清掃を行っています。
　また、恒例となった8
月の「日比谷公園丸の
内 音 頭 大 盆 踊り大
会」は、発足より参加・
協賛をしており、今回
で14回目となりました。

環境対策
　当社グループでは、社長を委員長とする「環境委員会」
の下に「グリーンチーム」、「省エネルギーチーム」、「フェ
ニックスチーム」、「グリーン購入チーム」を設置しています。
当年度は環境活動の中期ビジョンを策定し、社会やお客
様に共感していただける帝国ホテルらしい取り組みをさら
に発展させています。

●エコマークを取得
　2016年6月、帝国ホテル東京、帝国ホテル大阪、上高
地帝国ホテル、ザ・クレストホテル柏の直営4ホテル全てに
おいて、公益財団法人日本環境協会が制定するエコ
マークを取得しました。「ホテル・旅館」分野における直営
事業所全てにおいての取得は国内初となり、当社グルー
プの環境配慮に対し高い評価をいただきました。

●エコマークアワード2016「金賞」受賞
　グループ全体でお客様の快適性・安全性・利便性の追
求と環境配慮に取り組む姿勢が高く評価され、公益財団
法人日本環境協会主催のエコマークア
ワード2016金賞を受賞しました。最高位
の金賞を「ホテル・旅館」カテゴリー企業
が受賞したのは初めてのことです。

●千代田区温暖化配慮行動表彰制度において特別賞を受賞
　2017年1月26日、千代田区温暖化配慮行動表彰制度
において、帝国ホテルは特別賞を受賞しました。これは、
温暖化配慮行動の普及と日頃から環境配慮行動を実践
する人づくりを目指し、千代田区が実施しているものです。

当社のアルミ缶分別回
収益による日比谷公園
の花壇管理、ワインコル
クの分別回収リサイクル
が高く評価されました。

各チームの活動
●グリーンチーム　「お客様とともに」行う環境活動として、帝国
ホテルグループの各ホテルで主催するイベントで、グリーン電力
を積極的に活用しました。ホテル主催イベントでは28件（対前
年+9件）、また宴会場をご利用のお客様にもグリーン電力の
案内を行い、4件の申込みがあり、うち1件は結婚披露宴での
ご利用でした。その他、東京では昨年度に引き続き、駐車場ビ
ルに設置した電気自動車充電設備の電気使用量を100%グ
リーン電力で対応しました。帝国ホテル大阪では、今年度より
外壁ライトアップなどの電力にもグリーン電力を活用しました。

●省エネルギーチーム　LEDの導入拡大などのハード面での対応
を進め、また、省エネ活動の内容と成果を社内で｢知ってもらう｣
取り組みを推進することで、一人ひとりの環境配慮意識を高めま
した。
●フェニックスチーム　ごみの削減とリサイクルの促進に向け、従

業員一人ひとりの地道な取り組みを呼びかけ活動を広げてき
ました。全社でのアルミ缶の売却益により、日比谷公園敷地内
の花壇を管理する活動を継続して実施しました。

●グリーン購入チーム　環境配慮商品への切り替え促進策とし
て、印刷情報紙(パンフレット類)でのグリーン購入を重点的に推
進し、客室改修にあたってはグリーン購入適合品の導入も実施
しました。また、各部署では休眠雑貨の活用も推進しました。

　今後もダイバーシティとワークライフバランスを推進し、
働きやすい職場環境作りに努めてまいります。

●従業員を支援するさまざまな研修の実施
　従業員の創意を形にする「アイデア提案道場」をス
タートさせ、当年度は館内でのハーブ栽培やお子様向
けの新企画などさまざまなアイデアが実現しました。他
にも「語学研修」「環境セミナー」「後輩指導力向上セミ
ナー」など各種研修を継続実施し、サービス向上と従
業員の意欲向上に努めています。

●調理コンクールでの活躍
　2017年1月21日にイタリア・ 
リミニ市で開催された「ジュニ
ア・ワールド・ペストリー・チャンピ
オンシップ」に、当社製菓スタッ
フが日本代表として出場し、前
大会に引き続き総合優勝に輝
きました。この大会は世界10カ
国から23歳以下のパティシエ
が参加する権威ある大会で
す。
　また、クラブ・プロスペール・
モンタニエ日本支部主催によ
る若手調理人のフランス料理
コンクールにおいて、当社調理
スタッフが 総合1位に輝きま 
した。

平成28年度の配当 中間　7円
期末　8円
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お客様とともに

株主の皆様とともに
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で総合満足度1位
　顧客満足度に関する調査･コンサルティングの国際
的な専門機関Ｊ・Ｄ・
パワーアジア･パシ
フィックが実施した、
「2016年日本ホテル
宿 泊 客 満 足 度 調
査」の「1泊35,000円

以上部門」で帝国ホテル東京が総合１位を獲得しまし
た。また、「2016年日本ホテル会員プログラム顧客満足
度調査」において、顧客会員組織「インペリアルクラブ」
が前年に続き1位となりました。当社の顧客への対応
が、第三者調査機関より高く評価されました。

●さすが帝国ホテル推進活動
　お客様の期待を上回るサービスを行い、「さすが帝
国ホテル」と評価していただくために、「さすが帝国ホテ
ル推進活動」を行っています。例年、毎月の表彰者から
年間大賞を選ぶ表彰式を開催し、表彰を受けた従業員
やパートナー企業のスタッフの対応を振り返り、サービス
レベルの向上
を図っていま
す。

●ダイバーシティとワークライフバランスの推進
　多様な価値観を尊重し、従業員がいきいきと働き、能
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ランスの推進が不可欠と考え、年間の休日・休暇制度を
充実させており、業界内だけでなく他業種と比較しても
短い年間総実労働時間を実現しています。今後も、生
産性向上を意識した業務プロセスの見直しや重複業
務の削減など労働時間を適正に保つための働き方改
革に取り組んでまいります。
　なお、当社は障がい者雇用についても積極的に取り
組んでおり、2006年度以降法定雇用率を達成しており
ます。
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　被災地支援の一環として、7月初旬に一泊二日の日程で

「東日本大震災被災地復興支援ツアー」を計5回開催し、149
名の従業員が参加しました。今回は石巻を訪れ、復興の様
子を肌で感じることができました。
　支援ツアーは2012年より実施し5年間で延べ676名の従
業員が参加しました。今後とも被災地への支援をさまざま
な形で継続してまいります。

●熊本地震に対する義援金
　2016年4月に発生した熊本地震に対し、日本赤十字社な
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●「料理ボランティアの会」活動
　「料理ボランティアの会」は食を通じて災害の復興を支
援する団体で、被災地での交流会などを開催しています。
当年度は8月9日に熊本・大分の被災地支援、9月23日には
東日本大震災の復興支援として、チャリティ食事会に調理
スタッフを派遣しました。
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団」を通じて、熊本県内の小中学校に寄贈しました。
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会」は、発足より参加・
協賛をしており、今回
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ニックスチーム」、「グリーン購入チーム」を設置しています。
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様に共感していただける帝国ホテルらしい取り組みをさら
に発展させています。
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外壁ライトアップなどの電力にもグリーン電力を活用しました。

●省エネルギーチーム　LEDの導入拡大などのハード面での対応
を進め、また、省エネ活動の内容と成果を社内で｢知ってもらう｣
取り組みを推進することで、一人ひとりの環境配慮意識を高めま
した。
●フェニックスチーム　ごみの削減とリサイクルの促進に向け、従

業員一人ひとりの地道な取り組みを呼びかけ活動を広げてき
ました。全社でのアルミ缶の売却益により、日比谷公園敷地内
の花壇を管理する活動を継続して実施しました。

●グリーン購入チーム　環境配慮商品への切り替え促進策とし
て、印刷情報紙(パンフレット類)でのグリーン購入を重点的に推
進し、客室改修にあたってはグリーン購入適合品の導入も実施
しました。また、各部署では休眠雑貨の活用も推進しました。

　今後もダイバーシティとワークライフバランスを推進し、
働きやすい職場環境作りに努めてまいります。

●従業員を支援するさまざまな研修の実施
　従業員の創意を形にする「アイデア提案道場」をス
タートさせ、当年度は館内でのハーブ栽培やお子様向
けの新企画などさまざまなアイデアが実現しました。他
にも「語学研修」「環境セミナー」「後輩指導力向上セミ
ナー」など各種研修を継続実施し、サービス向上と従
業員の意欲向上に努めています。

●調理コンクールでの活躍
　2017年1月21日にイタリア・ 
リミニ市で開催された「ジュニ
ア・ワールド・ペストリー・チャンピ
オンシップ」に、当社製菓スタッ
フが日本代表として出場し、前
大会に引き続き総合優勝に輝
きました。この大会は世界10カ
国から23歳以下のパティシエ
が参加する権威ある大会で
す。
　また、クラブ・プロスペール・
モンタニエ日本支部主催によ
る若手調理人のフランス料理
コンクールにおいて、当社調理
スタッフが 総合1位に輝きま 
した。

平成28年度の配当 中間　7円
期末　8円
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お客様とともに

株主の皆様とともに

さらなる顧客満足度の向上
●JCSI（日本版顧客満足度指数）調査で8年連続１位
　サービス産業生産性協議会によるJCSIの調査結果
において、帝国ホテルはシティホテル業種で第1位を獲
得しました。この調査が開始された2009年より、8年連
続で1位となり帝国ホテルの高品質なサービスが高く評
価され続けています。

●宿泊客満足度調査および会員プログラム顧客満足度調査
で総合満足度1位
　顧客満足度に関する調査･コンサルティングの国際
的な専門機関Ｊ・Ｄ・
パワーアジア･パシ
フィックが実施した、
「2016年日本ホテル
宿 泊 客 満 足 度 調
査」の「1泊35,000円

以上部門」で帝国ホテル東京が総合１位を獲得しまし
た。また、「2016年日本ホテル会員プログラム顧客満足
度調査」において、顧客会員組織「インペリアルクラブ」
が前年に続き1位となりました。当社の顧客への対応
が、第三者調査機関より高く評価されました。

●さすが帝国ホテル推進活動
　お客様の期待を上回るサービスを行い、「さすが帝
国ホテル」と評価していただくために、「さすが帝国ホテ
ル推進活動」を行っています。例年、毎月の表彰者から
年間大賞を選ぶ表彰式を開催し、表彰を受けた従業員
やパートナー企業のスタッフの対応を振り返り、サービス
レベルの向上
を図っていま
す。

●ダイバーシティとワークライフバランスの推進
　多様な価値観を尊重し、従業員がいきいきと働き、能
力を最大限に発揮することが、イノベーションの創出、
生産性の向上、サービスの向上に寄与するものと考え
ております。
　当年度は、ダイバーシティを理解するために、管理職
研修、女性中堅層研修、育児経験者の働き方を紹介す
るなどの情報発信を通じ、意識の啓
発をおこないました。
　制度面では、育児休業期間と育児
短時間勤務取得期間を延長するとと
もに、介護の分野では、外部相談窓口
サービスの提供や介護休業取得者
に対する見舞金支給制度を新たに
導入し、2017年4月、厚生労働省よりト
モニンマークを取得するなど、育児支
援のみならず介護する従業員の就労
支援にも力を入れております。
　また、ダイバーシティ実現の大前提にはワークライフバ
ランスの推進が不可欠と考え、年間の休日・休暇制度を
充実させており、業界内だけでなく他業種と比較しても
短い年間総実労働時間を実現しています。今後も、生
産性向上を意識した業務プロセスの見直しや重複業
務の削減など労働時間を適正に保つための働き方改
革に取り組んでまいります。
　なお、当社は障がい者雇用についても積極的に取り
組んでおり、2006年度以降法定雇用率を達成しており
ます。

　帝国ホテルグループは、株主・投資家の皆様のご期
待にお応えすべく努力を続けています。

安定配当　帝国ホテルは、長期にわたる安定的な経営
基盤の確保による安定配当の継続を経営の基本方針

従業員とともに

とし、業績を勘案して、株主様への利益還元に努めてお
ります。

社会とともに

トモニンマーク

くるみんマーク

社会貢献
復興支援
●東日本大震災被災地復興支援ツアー
　被災地支援の一環として、7月初旬に一泊二日の日程で

「東日本大震災被災地復興支援ツアー」を計5回開催し、149
名の従業員が参加しました。今回は石巻を訪れ、復興の様
子を肌で感じることができました。
　支援ツアーは2012年より実施し5年間で延べ676名の従
業員が参加しました。今後とも被災地への支援をさまざま
な形で継続してまいります。

●熊本地震に対する義援金
　2016年4月に発生した熊本地震に対し、日本赤十字社な
らびに熊本県へ400万円を寄付しました。これは、グループ
従業員および役員と会社からの寄付金を合わせたもので
す。

●「料理ボランティアの会」活動
　「料理ボランティアの会」は食を通じて災害の復興を支
援する団体で、被災地での交流会などを開催しています。
当年度は8月9日に熊本・大分の被災地支援、9月23日には
東日本大震災の復興支援として、チャリティ食事会に調理
スタッフを派遣しました。

●ベルマーク活動
　従業員が収集したベルマーク4万点を、「ベルマーク財
団」を通じて、熊本県内の小中学校に寄贈しました。

●第７回帝国ホテル落語会
　3月20日、人間国宝 柳家小三治と柳家三三による「帝
国ホテル落語会」を開催し、売上の一部を「東日本大震災
義援金」として寄付しました。

社会福祉活動
●サンタクロースの病院・養護施設訪問
　東京・大阪において、クリスマス時期にサンタクロースと当
社従業員が、病院や養護施設を訪問し、病気や障がいを
持つお子さんたちと楽しいひと時を過ごしました。

地域社会との共生
●「上高地を美しくする会」への参加
　上高地帝国ホテルでは、地域の美化を推進する「上
高地を美しくする会」
に参加しています。周
辺のゴミ収集など、地
域の美化に協力して
います。

●地域への貢献
　帝国ホテル東京の地元内幸町の町会活動として、定期
的な町内清掃を行っています。
　また、恒例となった8
月の「日比谷公園丸の
内 音 頭 大 盆 踊り大
会」は、発足より参加・
協賛をしており、今回
で14回目となりました。

環境対策
　当社グループでは、社長を委員長とする「環境委員会」
の下に「グリーンチーム」、「省エネルギーチーム」、「フェ
ニックスチーム」、「グリーン購入チーム」を設置しています。
当年度は環境活動の中期ビジョンを策定し、社会やお客
様に共感していただける帝国ホテルらしい取り組みをさら
に発展させています。

●エコマークを取得
　2016年6月、帝国ホテル東京、帝国ホテル大阪、上高
地帝国ホテル、ザ・クレストホテル柏の直営4ホテル全てに
おいて、公益財団法人日本環境協会が制定するエコ
マークを取得しました。「ホテル・旅館」分野における直営
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が高く評価されました。
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●グリーンチーム　「お客様とともに」行う環境活動として、帝国
ホテルグループの各ホテルで主催するイベントで、グリーン電力
を積極的に活用しました。ホテル主催イベントでは28件（対前
年+9件）、また宴会場をご利用のお客様にもグリーン電力の
案内を行い、4件の申込みがあり、うち1件は結婚披露宴での
ご利用でした。その他、東京では昨年度に引き続き、駐車場ビ
ルに設置した電気自動車充電設備の電気使用量を100%グ
リーン電力で対応しました。帝国ホテル大阪では、今年度より
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　上高地帝国ホテルでは、地域の美化を推進する「上
高地を美しくする会」
に参加しています。周
辺のゴミ収集など、地
域の美化に協力して
います。

●地域への貢献
　帝国ホテル東京の地元内幸町の町会活動として、定期
的な町内清掃を行っています。
　また、恒例となった8
月の「日比谷公園丸の
内 音 頭 大 盆 踊り大
会」は、発足より参加・
協賛をしており、今回
で14回目となりました。

環境対策
　当社グループでは、社長を委員長とする「環境委員会」
の下に「グリーンチーム」、「省エネルギーチーム」、「フェ
ニックスチーム」、「グリーン購入チーム」を設置しています。
当年度は環境活動の中期ビジョンを策定し、社会やお客
様に共感していただける帝国ホテルらしい取り組みをさら
に発展させています。

●エコマークを取得
　2016年6月、帝国ホテル東京、帝国ホテル大阪、上高
地帝国ホテル、ザ・クレストホテル柏の直営4ホテル全てに
おいて、公益財団法人日本環境協会が制定するエコ
マークを取得しました。「ホテル・旅館」分野における直営
事業所全てにおいての取得は国内初となり、当社グルー
プの環境配慮に対し高い評価をいただきました。

●エコマークアワード2016「金賞」受賞
　グループ全体でお客様の快適性・安全性・利便性の追
求と環境配慮に取り組む姿勢が高く評価され、公益財団
法人日本環境協会主催のエコマークア
ワード2016金賞を受賞しました。最高位
の金賞を「ホテル・旅館」カテゴリー企業
が受賞したのは初めてのことです。

●千代田区温暖化配慮行動表彰制度において特別賞を受賞
　2017年1月26日、千代田区温暖化配慮行動表彰制度
において、帝国ホテルは特別賞を受賞しました。これは、
温暖化配慮行動の普及と日頃から環境配慮行動を実践
する人づくりを目指し、千代田区が実施しているものです。

当社のアルミ缶分別回
収益による日比谷公園
の花壇管理、ワインコル
クの分別回収リサイクル
が高く評価されました。

各チームの活動
●グリーンチーム　「お客様とともに」行う環境活動として、帝国
ホテルグループの各ホテルで主催するイベントで、グリーン電力
を積極的に活用しました。ホテル主催イベントでは28件（対前
年+9件）、また宴会場をご利用のお客様にもグリーン電力の
案内を行い、4件の申込みがあり、うち1件は結婚披露宴での
ご利用でした。その他、東京では昨年度に引き続き、駐車場ビ
ルに設置した電気自動車充電設備の電気使用量を100%グ
リーン電力で対応しました。帝国ホテル大阪では、今年度より
外壁ライトアップなどの電力にもグリーン電力を活用しました。

●省エネルギーチーム　LEDの導入拡大などのハード面での対応
を進め、また、省エネ活動の内容と成果を社内で｢知ってもらう｣
取り組みを推進することで、一人ひとりの環境配慮意識を高めま
した。
●フェニックスチーム　ごみの削減とリサイクルの促進に向け、従

業員一人ひとりの地道な取り組みを呼びかけ活動を広げてき
ました。全社でのアルミ缶の売却益により、日比谷公園敷地内
の花壇を管理する活動を継続して実施しました。

●グリーン購入チーム　環境配慮商品への切り替え促進策とし
て、印刷情報紙(パンフレット類)でのグリーン購入を重点的に推
進し、客室改修にあたってはグリーン購入適合品の導入も実施
しました。また、各部署では休眠雑貨の活用も推進しました。

　今後もダイバーシティとワークライフバランスを推進し、
働きやすい職場環境作りに努めてまいります。

●従業員を支援するさまざまな研修の実施
　従業員の創意を形にする「アイデア提案道場」をス
タートさせ、当年度は館内でのハーブ栽培やお子様向
けの新企画などさまざまなアイデアが実現しました。他
にも「語学研修」「環境セミナー」「後輩指導力向上セミ
ナー」など各種研修を継続実施し、サービス向上と従
業員の意欲向上に努めています。

●調理コンクールでの活躍
　2017年1月21日にイタリア・ 
リミニ市で開催された「ジュニ
ア・ワールド・ペストリー・チャンピ
オンシップ」に、当社製菓スタッ
フが日本代表として出場し、前
大会に引き続き総合優勝に輝
きました。この大会は世界10カ
国から23歳以下のパティシエ
が参加する権威ある大会で
す。
　また、クラブ・プロスペール・
モンタニエ日本支部主催によ
る若手調理人のフランス料理
コンクールにおいて、当社調理
スタッフが 総合1位に輝きま 
した。

平成28年度の配当 中間　7円
期末　8円
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弥

　帝国ホテルは、1890（明治23）年に日本の迎賓
館として誕生しました。創業よりの使命を継承した
当社の理念は、国際的ベストホテルとして国際社
会に貢献することにあります。
　2016年度は、「中期経営計画 2016–2018」を
策定し、「信頼の絆を結び、ともに未来へ」をビジョ
ンに掲げ、重点課題として「安全性の追求」、「帝
国ホテルブランドの向上」、「顧客満足の追求」、

「イノベーションへの挑戦」の4つを設定し、それ
ぞれ取り組みを進めてまいりました。
　このビジョンのもと、当社グループは、健全な事
業活動を通じて利益の最大化を図るだけでなく、
お客様、株主、従業員をはじめとするステークホ
ルダーとともに、より良い社会と未来の実現を目指
し、信頼関係のさらなる向上、新たな商品・サービ
スを通じて社会的価値の創造にチャレンジしてま
いります。

　ここに、当年度における当社グループのＣＳＲ
活動を、「ＣＳＲレポート2017」としてまとめました。
　今後も企業として、そして日本のホテル業界の
リーディングカンパニーとして、当社ならではのお
もてなしの心・サービスを活かし、社会貢献を最
大の使命のひとつとして、ＣＳＲを積極的に推進し
てまいります。

2016年4月　  2017年3月

1933年9月 上高地帝国ホテル完成時

帝国ホテルの企業理念
帝国ホテルは、創業の精神を継ぐ日本の代表ホテル

であり、国際的ベストホテルを目指す企業として、最も
優れたサービスと商品を提供することにより、国際社会
の発展と人々の豊かでゆとりある生活と文化の向上に貢
献する。

帝国ホテルの行動指針

帝国ホテルの沿革

● 私たちは、その伝統を十分認識し、お客様の要請を発
想の原点として、提供する総てのサービス、技術の向
上改善に徹し、新しい価値の創造に努める。

● 私たちは、創意工夫と挑戦の精神を尊重し、かつ協調と
調和の態度を貫くことにより総合力の向上を追求する。

● ホテル業が、人を原点とすることを正しく理解し、規範
たるホテル十則の導く行動に徹する。

コーポレート・ガバナンス体制 コンプライアンス
中期経営計画における重点課題のひとつ「安全性の

追求」は、“企業としての信頼を確立”することを重視し
ており、ＣＳＲを推進する上で基本となるガバナンス、内
部統制、コンプライアンスなど、企業としての健全性・
透明性を高める取り組みを進めております。

当年度も、コーポレート・ガバナンス体制をより強化す
べく、全従業員を対象にコンプライアンス研修を実施し、
コンプライアンス違反によるリスクや内部通報制度、情報
漏洩防止対策、ＳＮＳ利用時のマナーに加え、マタニ
ティハラスメントなどに関する研修を実施しました。こうし
た取り組みにより、法令ならびに企業倫理の遵守のさら
なる徹底を図っております。

企業理念

企業統治

取締役会

内部統制部 監査役会

会計監査人

監査役付 
使用人

経営会議

常務会 リスク管理 
委員会 環境委員会

各部門 食の安全と 
信頼委員会

選任選任

連携
（内部監査）

監査

監査

選任

連携

株主総会

１８９０年 1１月 帝国ホテル開業
１９２３年 ９月 ライト館落成
1933年１０月 上高地帝国ホテル開業
１９４５年 ９月 連合軍の宿舎として接収される
１９５２年 ４月 自由営業再開
１９５８年 8月 インペリアルバイキング営業開始
１９６１年１０月 東京証券取引所市場第二部に上場
１９６７年１１月 ライト館閉鎖
１９７０年 ３月 新本館（現本館）開業
１９７１年１１月 ホテルショップ「ガルガンチュワ」開店
１９８３年 ３月 インペリアルタワー（現帝国ホテルタワー）開業
１９９０年１１月 開業100周年
１９９６年 ３月 帝国ホテル大阪開業
２０００年１１月 開業110周年、ザ・クレストホテル柏開業
２００２年 ３月 本館屋上緑化計画工事完了
２００４年 5月 インペリアルバイキング サール、 

インペリアルラウンジ アクア開店
２００５年１１月 黒田慶樹様と内親王紀宮清子様の婚礼が行われる
２００７年 ３月 パークサイドダイナー開店
２００９年 4月 ハワイの名門ホテル「ハレクラニ」と提携

10月 本館客室全面改修完了
11月 ブライズサロンオープン

２０１０年１１月 開業120周年
LHW総会が開催される

２０１２年１０月ＩＭＦ・世界銀行年次総会が日本で開催され、 
東京国際フォーラムとともに帝国ホテル東京がメイン会場となる

２０１３年 ９月 ライト館誕生から90年・帝国ホテルアーケード開業90周年
１０月 上高地帝国ホテル開業80周年

２０１5年 11月 開業125周年
２０１6年 3月 帝国ホテル大阪開業20周年

4月 タワー館客室全面改修完了

株式会社帝国ホテル
〒100-8558　東京都千代田区内幸町1-1-1 

TEL （03）3504-1111　 
URL  http://www.imperialhotel.co.jp
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上高地帝国ホテル帝国ホテル大阪帝国ホテル東京
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