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社長からのメッセージ

代表取締役社長

定
さ だ や す

保 英
ひ で や

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を目指す
企業として、国際社会に貢献することにあります。
　帝国ホテルグループは、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、環境への配
慮や社会貢献、コンプライアンスなど、経済・環境・
社会に対する責任を果たすための活動を行って
おります。
　２０１７年度は、「中期経営計画 2016-2018 ～
信頼の絆を結び、ともに未来へ～」の２年目とし
て、４つの重点課題である「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」への取り組みを鋭意
進めてまいりました。
　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２０１８」としてまとめました。 

　今後も良き社会の一員として、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、お客様、
株主、従業員をはじめとするステークホルダーの皆
様とともに、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・
社会的価値の創造にチャレンジしてまいります。

2017年4月　  2018年3月

〈表紙写真〉
 左：常設展示「インペリアル タイムズ」
 右： 1930年代に旧本館（ライト館）で使用されていた

プレート（フランク・ロイド・ライト デザイン）

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、“ホテルとしての安全性”のみならず“企業と
しての健全性”を重視しており、ＣＳＲを推進する上で基
本となるコンプライアンスをはじめ、内部統制、ガバナン
スなど、企業としての健全性・透明性を高める取り組み
をそれぞれ進めております。

当年度も、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、情報漏洩防止対策などに関する研修を実施しまし
た。このような取り組みを通じ、当社グループ全体に、
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
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
２０１7年 6月 常設展示「インペリアル タイムズ」開設

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  https://www.imperialhotel.co.jp
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●ダイバーシティとワークライフバランスの推進
　当社は、2016年4月に施行された女性活
躍推進法に基づき行動計画を策定するとと
もに、自社の女性の活躍状況を毎年更新
し、外部公表をしております。
　育児支援では、2017年7月に「育児支援
ポータルサイト」を開設し、女性のみならず男
性育児者へのサポートも行っています。積
極的な支援の結果、男性育児休業取得者
は当年度までに延べ17名となりました。
　また、外部講師を招いて管理職対象の「イクボスセミ
ナー」を開催するなど意識啓発を行っております。
　一方、介護支援にも力を入れており、その取り組みが認めら
れ、2017年4月厚生労働省より「トモニンマーク」を取得しました。
　なお、障がい者雇用についても積極的に取り組み、2006
年度以降法定雇用率を達成しております。
　今後も、多様な価値観を尊重するとともに、様 な々背景を
持つ従業員が、能力を最大限に発揮できる働きやすい職
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
　従業員一人ひとりが、お客様から「さすが帝国ホテル」と
言っていただけるような人材となるための研修や、セミナーを

●第８回帝国ホテル落語会
　３月２１日、三遊亭小遊三、春風亭小朝、春風亭昇太に
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。

●ベルマーク活動
　従業員のボランティアにより収集したベルマーク4万点を、

「ベルマーク財団」を通じて、熊本地震で被害にあった小
中学校に寄贈しました。

地域社会との共生
●地域清掃活動への参加
　東京・大阪・上高地・柏の各
事業所において、地域の清
掃活動に積極的に参加し、環
境美化に取り組んでいます。

●地域への貢献活動
　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、今回で15回目を迎えました。帝国ホテルは発足よ
りこの大会に参加・協賛しています。

●日比谷 打ち水月間
　7月・8月に、近隣施設と合同で「打ち水」を行いました。17
施設が参加し、日比谷を訪れる方々に涼の「おもてなし」を
お届けしています。打ち水には当社タワー客室で使用され
た水を浄化
した「中水」
を使用し、環
境にも配慮し
ています。

お客様とともに

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9年連続１位
　サービス産業生産性協議会による日本最大級の顧客
満足度調査において、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９
年連続で第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。

●Ｊ.Ｄ.パワー 宿泊客満足度調査で２年連続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「２０１７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、帝国ホテルが２年連続で総合第１位を獲得しました。

●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。活動の大きな柱には「個人表彰・団
体表彰」があり、個人表彰は毎月、団体表彰は四半期に1
度、お客様から「さすが帝国ホテル」と言われるにふさわし
い働きをしたスタッフや部門を表彰しています。例年、表彰
の中から大賞を選ぶ「年間大賞表彰式」を開催しており、

この表彰式を通して表彰を受けた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。

お客様の安全と安心のために
●防災・防犯対策の推進
　地震や火災などの有事への対応をより強固なものとす
るために、年間計画に基づき、東京・大阪・上高地合わせて
延べ約50回の訓練を実施しました。なお東京では毎年、
丸の内消防署自衛消防訓練審査会（男子隊・女子隊）へ
も出場しています。

　また、海外で多発しているテロ対策として、警視庁のご協
力を得て国際テロ対策についての研修会やテロ対策訓練
を実施しました。

● 食の安全と安心・衛生対策 
の推進

　常に良好な衛生水準を
維持し、事故の防止に努め
たとして、帝国ホテル本館が
千代田区環境衛生優良施
設として表彰されました。

従業員とともに

社会とともに

社会貢献
●TABLE FOR TWOへの参加
　世界の人口のうち10億人が飢えや栄養失調に苦しむ
一方で、20億人が肥満など食に起因する生活習慣病を
患っているという食の不均衡を解消するために考えだされ
た社会貢献プログラム、「TABLE FOR TWO」に賛同
し、5月より定期的に、従業員食堂で対象のヘルシーメ
ニューの提供を開始しました。このメニューを食べること
で、1食につき従業員から10円、帝国ホテルから10円の合
計20円を、アフリカ・アジア諸国の学校給食1食分として寄
付します。当年度は2,555食分を寄付しました。

●文科省運営海外留学支援プログラム 
  「トビタテ！留学JAPAN」への参画
　官民協働で学生の海外留学支援を行うプログラム「トビ
タテ！留学JAPAN」に参画しています。日本、そして世界の
未来を担うグローバル人材の育成に、当社も積極的に支
援してまいります。

復興支援
●「料理ボランティアの会」活動
　食を通じて災害からの復興を支援する一般社団法人

「料理ボランティアの会」の活動に、当年度も調理部のス
タッフが参加しました。８月には帝国ホテル東京において
「料理ボランティアの会 チャリティ食事会 ～ 美味しい物
で東北を応援！」が開催され、東北の食材を使った料理を、
600名を超えるお客様にお楽しみいただきました。この会の
収益は、同会の被災地支援活動に役立てられます。

環境活動
　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2年目として、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
さらに発展させてまいりました。

●環境人づくり企業大賞2016「優秀賞」を受賞
　環境省と環境人材育成コンソーシアムが主催する、地
球環境と調和した企業経営を実現し、環境保全や社会経
済のグリーン化を牽引する「環境人材」の育成について、
優良な取り組みを行った事業者を表彰する「環境人づくり
企業大賞2016」において

「優秀賞」を受賞しました。
　全社横断的な環境活動
への取り組みや、社内環境
セミナーの実施などの環境
人材を育成する取り組みに
ついて高い評価をいただき
ました。

●おおさかATCグリーンエコプラザへの展示を開始
　2016年6月に公益財団法人日本環境協会が認定する
エコマークを取得し、同協会が開催するエコマークアワー
ドにおいても最高賞である金賞を受賞したことから、おおさ
かATCグリーンエコプラザ内『エコマークゾーン』への出
展依頼を受け、当社の積極的な環境活動の発信の場とし
て、9月より展示を開始しました。

開催しています。「語学研修」、「環境セミナー」、「後輩指導力
セミナー」や、ターニングポイントとなる年齢時に年齢別研修
を実施するなど、従業員を支援する研修を実施しています。

● 田中健一郎総料理長が文化庁長官表彰受賞ならびにフラ 
ンス農事功労章“オフィシエ”叙位

　長年にわたりフランス料理の継承・発展や後進の育成に
努め、料理を通じたボランティア活動にも尽力するなど、芸術
文化振興への貢献が評価され、
田中総料理長が、2017年度の文
化庁長官賞を受賞しました。
　また、フランスの農業・水産大臣
より、フランスの食文化の普及に
特に功績があったとして、フランス
農事功労章“オフィシエ”を叙位さ
れました。

●コンクールでの活躍
　2018年1月30日に開催された
全日本氷彫創美会「明治神宮
奉納–冬季全国氷彫刻展–」に
おいて、当社調理スタッフが第1
位にあたる「創美会大賞」を受
賞しました。

株主の皆様とともに
　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
基盤に基づく安定配当の継続を経営の基本方針とし、

グループの業績と配当性向などを総合的に勘案し、株
主様への利益還元を実施しています。

第177期の配当
（2017年4月1日～2018年3月31日）

中間　7円
期末　8円

年間大賞表彰式
イルミネーションやイベントで 
グリーン電力を積極的に使用

従業員によるアルミ缶分別リサイ
クル活動

入社5年以内の従業員対象の
環境セミナーを実施

日比谷公園の花壇の一部を 
アルミ缶売却益で管理し、地域
環境に貢献

活動の一例

環境委員会

委員長： 社長
メンバー： 役員、全部長、子会社社長

帝国ホテルの環境活動にかかわる基本的な事項を決定します。

グリーンチーム

各分科会から出された課題や提案の取りまとめ、 
社内外への情報発信を行います。

省エネルギーチーム

電気、ガス、水道等、 
エネルギーの使用量の 
削減のための対策を 

検討します。

フェニックスチーム

ごみ量の削減や、 
分別の徹底による 

リサイクル率向上を 
推進します。

グリーン購入チーム

環境にやさしい素材や 
製品への切替えを 

進めます。

トモニンマーク

くるみんマーク
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●ダイバーシティとワークライフバランスの推進
　当社は、2016年4月に施行された女性活
躍推進法に基づき行動計画を策定するとと
もに、自社の女性の活躍状況を毎年更新
し、外部公表をしております。
　育児支援では、2017年7月に「育児支援
ポータルサイト」を開設し、女性のみならず男
性育児者へのサポートも行っています。積
極的な支援の結果、男性育児休業取得者
は当年度までに延べ17名となりました。
　また、外部講師を招いて管理職対象の「イクボスセミ
ナー」を開催するなど意識啓発を行っております。
　一方、介護支援にも力を入れており、その取り組みが認めら
れ、2017年4月厚生労働省より「トモニンマーク」を取得しました。
　なお、障がい者雇用についても積極的に取り組み、2006
年度以降法定雇用率を達成しております。
　今後も、多様な価値観を尊重するとともに、様 な々背景を
持つ従業員が、能力を最大限に発揮できる働きやすい職
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
　従業員一人ひとりが、お客様から「さすが帝国ホテル」と
言っていただけるような人材となるための研修や、セミナーを

●第８回帝国ホテル落語会
　３月２１日、三遊亭小遊三、春風亭小朝、春風亭昇太に
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。

●ベルマーク活動
　従業員のボランティアにより収集したベルマーク4万点を、

「ベルマーク財団」を通じて、熊本地震で被害にあった小
中学校に寄贈しました。

地域社会との共生
●地域清掃活動への参加
　東京・大阪・上高地・柏の各
事業所において、地域の清
掃活動に積極的に参加し、環
境美化に取り組んでいます。

●地域への貢献活動
　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、今回で15回目を迎えました。帝国ホテルは発足よ
りこの大会に参加・協賛しています。

●日比谷 打ち水月間
　7月・8月に、近隣施設と合同で「打ち水」を行いました。17
施設が参加し、日比谷を訪れる方々に涼の「おもてなし」を
お届けしています。打ち水には当社タワー客室で使用され
た水を浄化
した「中水」
を使用し、環
境にも配慮し
ています。

お客様とともに

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9年連続１位
　サービス産業生産性協議会による日本最大級の顧客
満足度調査において、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９
年連続で第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。

●Ｊ.Ｄ.パワー 宿泊客満足度調査で２年連続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「２０１７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、帝国ホテルが２年連続で総合第１位を獲得しました。

●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。活動の大きな柱には「個人表彰・団
体表彰」があり、個人表彰は毎月、団体表彰は四半期に1
度、お客様から「さすが帝国ホテル」と言われるにふさわし
い働きをしたスタッフや部門を表彰しています。例年、表彰
の中から大賞を選ぶ「年間大賞表彰式」を開催しており、

この表彰式を通して表彰を受けた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。

お客様の安全と安心のために
●防災・防犯対策の推進
　地震や火災などの有事への対応をより強固なものとす
るために、年間計画に基づき、東京・大阪・上高地合わせて
延べ約50回の訓練を実施しました。なお東京では毎年、
丸の内消防署自衛消防訓練審査会（男子隊・女子隊）へ
も出場しています。

　また、海外で多発しているテロ対策として、警視庁のご協
力を得て国際テロ対策についての研修会やテロ対策訓練
を実施しました。

● 食の安全と安心・衛生対策 
の推進

　常に良好な衛生水準を
維持し、事故の防止に努め
たとして、帝国ホテル本館が
千代田区環境衛生優良施
設として表彰されました。

従業員とともに

社会とともに

社会貢献
●TABLE FOR TWOへの参加
　世界の人口のうち10億人が飢えや栄養失調に苦しむ
一方で、20億人が肥満など食に起因する生活習慣病を
患っているという食の不均衡を解消するために考えだされ
た社会貢献プログラム、「TABLE FOR TWO」に賛同
し、5月より定期的に、従業員食堂で対象のヘルシーメ
ニューの提供を開始しました。このメニューを食べること
で、1食につき従業員から10円、帝国ホテルから10円の合
計20円を、アフリカ・アジア諸国の学校給食1食分として寄
付します。当年度は2,555食分を寄付しました。

●文科省運営海外留学支援プログラム 
  「トビタテ！留学JAPAN」への参画
　官民協働で学生の海外留学支援を行うプログラム「トビ
タテ！留学JAPAN」に参画しています。日本、そして世界の
未来を担うグローバル人材の育成に、当社も積極的に支
援してまいります。

復興支援
●「料理ボランティアの会」活動
　食を通じて災害からの復興を支援する一般社団法人

「料理ボランティアの会」の活動に、当年度も調理部のス
タッフが参加しました。８月には帝国ホテル東京において
「料理ボランティアの会 チャリティ食事会 ～ 美味しい物
で東北を応援！」が開催され、東北の食材を使った料理を、
600名を超えるお客様にお楽しみいただきました。この会の
収益は、同会の被災地支援活動に役立てられます。

環境活動
　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2年目として、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
さらに発展させてまいりました。

●環境人づくり企業大賞2016「優秀賞」を受賞
　環境省と環境人材育成コンソーシアムが主催する、地
球環境と調和した企業経営を実現し、環境保全や社会経
済のグリーン化を牽引する「環境人材」の育成について、
優良な取り組みを行った事業者を表彰する「環境人づくり
企業大賞2016」において

「優秀賞」を受賞しました。
　全社横断的な環境活動
への取り組みや、社内環境
セミナーの実施などの環境
人材を育成する取り組みに
ついて高い評価をいただき
ました。

●おおさかATCグリーンエコプラザへの展示を開始
　2016年6月に公益財団法人日本環境協会が認定する
エコマークを取得し、同協会が開催するエコマークアワー
ドにおいても最高賞である金賞を受賞したことから、おおさ
かATCグリーンエコプラザ内『エコマークゾーン』への出
展依頼を受け、当社の積極的な環境活動の発信の場とし
て、9月より展示を開始しました。

開催しています。「語学研修」、「環境セミナー」、「後輩指導力
セミナー」や、ターニングポイントとなる年齢時に年齢別研修
を実施するなど、従業員を支援する研修を実施しています。

● 田中健一郎総料理長が文化庁長官表彰受賞ならびにフラ 
ンス農事功労章“オフィシエ”叙位

　長年にわたりフランス料理の継承・発展や後進の育成に
努め、料理を通じたボランティア活動にも尽力するなど、芸術
文化振興への貢献が評価され、
田中総料理長が、2017年度の文
化庁長官賞を受賞しました。
　また、フランスの農業・水産大臣
より、フランスの食文化の普及に
特に功績があったとして、フランス
農事功労章“オフィシエ”を叙位さ
れました。

●コンクールでの活躍
　2018年1月30日に開催された
全日本氷彫創美会「明治神宮
奉納–冬季全国氷彫刻展–」に
おいて、当社調理スタッフが第1
位にあたる「創美会大賞」を受
賞しました。

株主の皆様とともに
　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
基盤に基づく安定配当の継続を経営の基本方針とし、

グループの業績と配当性向などを総合的に勘案し、株
主様への利益還元を実施しています。
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（2017年4月1日～2018年3月31日）

中間　7円
期末　8円
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日比谷公園の花壇の一部を 
アルミ缶売却益で管理し、地域
環境に貢献
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●ダイバーシティとワークライフバランスの推進
　当社は、2016年4月に施行された女性活
躍推進法に基づき行動計画を策定するとと
もに、自社の女性の活躍状況を毎年更新
し、外部公表をしております。
　育児支援では、2017年7月に「育児支援
ポータルサイト」を開設し、女性のみならず男
性育児者へのサポートも行っています。積
極的な支援の結果、男性育児休業取得者
は当年度までに延べ17名となりました。
　また、外部講師を招いて管理職対象の「イクボスセミ
ナー」を開催するなど意識啓発を行っております。
　一方、介護支援にも力を入れており、その取り組みが認めら
れ、2017年4月厚生労働省より「トモニンマーク」を取得しました。
　なお、障がい者雇用についても積極的に取り組み、2006
年度以降法定雇用率を達成しております。
　今後も、多様な価値観を尊重するとともに、様 な々背景を
持つ従業員が、能力を最大限に発揮できる働きやすい職
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
　従業員一人ひとりが、お客様から「さすが帝国ホテル」と
言っていただけるような人材となるための研修や、セミナーを

●第８回帝国ホテル落語会
　３月２１日、三遊亭小遊三、春風亭小朝、春風亭昇太に
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。

●ベルマーク活動
　従業員のボランティアにより収集したベルマーク4万点を、

「ベルマーク財団」を通じて、熊本地震で被害にあった小
中学校に寄贈しました。

地域社会との共生
●地域清掃活動への参加
　東京・大阪・上高地・柏の各
事業所において、地域の清
掃活動に積極的に参加し、環
境美化に取り組んでいます。

●地域への貢献活動
　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、今回で15回目を迎えました。帝国ホテルは発足よ
りこの大会に参加・協賛しています。

●日比谷 打ち水月間
　7月・8月に、近隣施設と合同で「打ち水」を行いました。17
施設が参加し、日比谷を訪れる方々に涼の「おもてなし」を
お届けしています。打ち水には当社タワー客室で使用され
た水を浄化
した「中水」
を使用し、環
境にも配慮し
ています。

お客様とともに

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9年連続１位
　サービス産業生産性協議会による日本最大級の顧客
満足度調査において、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９
年連続で第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。

●Ｊ.Ｄ.パワー 宿泊客満足度調査で２年連続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「２０１７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、帝国ホテルが２年連続で総合第１位を獲得しました。

●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。活動の大きな柱には「個人表彰・団
体表彰」があり、個人表彰は毎月、団体表彰は四半期に1
度、お客様から「さすが帝国ホテル」と言われるにふさわし
い働きをしたスタッフや部門を表彰しています。例年、表彰
の中から大賞を選ぶ「年間大賞表彰式」を開催しており、

この表彰式を通して表彰を受けた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。

お客様の安全と安心のために
●防災・防犯対策の推進
　地震や火災などの有事への対応をより強固なものとす
るために、年間計画に基づき、東京・大阪・上高地合わせて
延べ約50回の訓練を実施しました。なお東京では毎年、
丸の内消防署自衛消防訓練審査会（男子隊・女子隊）へ
も出場しています。

　また、海外で多発しているテロ対策として、警視庁のご協
力を得て国際テロ対策についての研修会やテロ対策訓練
を実施しました。

● 食の安全と安心・衛生対策 
の推進

　常に良好な衛生水準を
維持し、事故の防止に努め
たとして、帝国ホテル本館が
千代田区環境衛生優良施
設として表彰されました。

従業員とともに

社会とともに

社会貢献
●TABLE FOR TWOへの参加
　世界の人口のうち10億人が飢えや栄養失調に苦しむ
一方で、20億人が肥満など食に起因する生活習慣病を
患っているという食の不均衡を解消するために考えだされ
た社会貢献プログラム、「TABLE FOR TWO」に賛同
し、5月より定期的に、従業員食堂で対象のヘルシーメ
ニューの提供を開始しました。このメニューを食べること
で、1食につき従業員から10円、帝国ホテルから10円の合
計20円を、アフリカ・アジア諸国の学校給食1食分として寄
付します。当年度は2,555食分を寄付しました。

●文科省運営海外留学支援プログラム 
  「トビタテ！留学JAPAN」への参画
　官民協働で学生の海外留学支援を行うプログラム「トビ
タテ！留学JAPAN」に参画しています。日本、そして世界の
未来を担うグローバル人材の育成に、当社も積極的に支
援してまいります。
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●「料理ボランティアの会」活動
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で東北を応援！」が開催され、東北の食材を使った料理を、
600名を超えるお客様にお楽しみいただきました。この会の
収益は、同会の被災地支援活動に役立てられます。

環境活動
　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2年目として、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
さらに発展させてまいりました。

●環境人づくり企業大賞2016「優秀賞」を受賞
　環境省と環境人材育成コンソーシアムが主催する、地
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済のグリーン化を牽引する「環境人材」の育成について、
優良な取り組みを行った事業者を表彰する「環境人づくり
企業大賞2016」において

「優秀賞」を受賞しました。
　全社横断的な環境活動
への取り組みや、社内環境
セミナーの実施などの環境
人材を育成する取り組みに
ついて高い評価をいただき
ました。

●おおさかATCグリーンエコプラザへの展示を開始
　2016年6月に公益財団法人日本環境協会が認定する
エコマークを取得し、同協会が開催するエコマークアワー
ドにおいても最高賞である金賞を受賞したことから、おおさ
かATCグリーンエコプラザ内『エコマークゾーン』への出
展依頼を受け、当社の積極的な環境活動の発信の場とし
て、9月より展示を開始しました。

開催しています。「語学研修」、「環境セミナー」、「後輩指導力
セミナー」や、ターニングポイントとなる年齢時に年齢別研修
を実施するなど、従業員を支援する研修を実施しています。

● 田中健一郎総料理長が文化庁長官表彰受賞ならびにフラ 
ンス農事功労章“オフィシエ”叙位

　長年にわたりフランス料理の継承・発展や後進の育成に
努め、料理を通じたボランティア活動にも尽力するなど、芸術
文化振興への貢献が評価され、
田中総料理長が、2017年度の文
化庁長官賞を受賞しました。
　また、フランスの農業・水産大臣
より、フランスの食文化の普及に
特に功績があったとして、フランス
農事功労章“オフィシエ”を叙位さ
れました。

●コンクールでの活躍
　2018年1月30日に開催された
全日本氷彫創美会「明治神宮
奉納–冬季全国氷彫刻展–」に
おいて、当社調理スタッフが第1
位にあたる「創美会大賞」を受
賞しました。

株主の皆様とともに
　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
基盤に基づく安定配当の継続を経営の基本方針とし、

グループの業績と配当性向などを総合的に勘案し、株
主様への利益還元を実施しています。
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●ダイバーシティとワークライフバランスの推進
　当社は、2016年4月に施行された女性活
躍推進法に基づき行動計画を策定するとと
もに、自社の女性の活躍状況を毎年更新
し、外部公表をしております。
　育児支援では、2017年7月に「育児支援
ポータルサイト」を開設し、女性のみならず男
性育児者へのサポートも行っています。積
極的な支援の結果、男性育児休業取得者
は当年度までに延べ17名となりました。
　また、外部講師を招いて管理職対象の「イクボスセミ
ナー」を開催するなど意識啓発を行っております。
　一方、介護支援にも力を入れており、その取り組みが認めら
れ、2017年4月厚生労働省より「トモニンマーク」を取得しました。
　なお、障がい者雇用についても積極的に取り組み、2006
年度以降法定雇用率を達成しております。
　今後も、多様な価値観を尊重するとともに、様 な々背景を
持つ従業員が、能力を最大限に発揮できる働きやすい職
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
　従業員一人ひとりが、お客様から「さすが帝国ホテル」と
言っていただけるような人材となるための研修や、セミナーを

●第８回帝国ホテル落語会
　３月２１日、三遊亭小遊三、春風亭小朝、春風亭昇太に
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。

●ベルマーク活動
　従業員のボランティアにより収集したベルマーク4万点を、

「ベルマーク財団」を通じて、熊本地震で被害にあった小
中学校に寄贈しました。

地域社会との共生
●地域清掃活動への参加
　東京・大阪・上高地・柏の各
事業所において、地域の清
掃活動に積極的に参加し、環
境美化に取り組んでいます。

●地域への貢献活動
　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、今回で15回目を迎えました。帝国ホテルは発足よ
りこの大会に参加・協賛しています。

●日比谷 打ち水月間
　7月・8月に、近隣施設と合同で「打ち水」を行いました。17
施設が参加し、日比谷を訪れる方々に涼の「おもてなし」を
お届けしています。打ち水には当社タワー客室で使用され
た水を浄化
した「中水」
を使用し、環
境にも配慮し
ています。

お客様とともに

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9年連続１位
　サービス産業生産性協議会による日本最大級の顧客
満足度調査において、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９
年連続で第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。

●Ｊ.Ｄ.パワー 宿泊客満足度調査で２年連続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「２０１７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、帝国ホテルが２年連続で総合第１位を獲得しました。

●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。活動の大きな柱には「個人表彰・団
体表彰」があり、個人表彰は毎月、団体表彰は四半期に1
度、お客様から「さすが帝国ホテル」と言われるにふさわし
い働きをしたスタッフや部門を表彰しています。例年、表彰
の中から大賞を選ぶ「年間大賞表彰式」を開催しており、

この表彰式を通して表彰を受けた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。

お客様の安全と安心のために
●防災・防犯対策の推進
　地震や火災などの有事への対応をより強固なものとす
るために、年間計画に基づき、東京・大阪・上高地合わせて
延べ約50回の訓練を実施しました。なお東京では毎年、
丸の内消防署自衛消防訓練審査会（男子隊・女子隊）へ
も出場しています。

　また、海外で多発しているテロ対策として、警視庁のご協
力を得て国際テロ対策についての研修会やテロ対策訓練
を実施しました。

● 食の安全と安心・衛生対策 
の推進

　常に良好な衛生水準を
維持し、事故の防止に努め
たとして、帝国ホテル本館が
千代田区環境衛生優良施
設として表彰されました。

従業員とともに

社会とともに

社会貢献
●TABLE FOR TWOへの参加
　世界の人口のうち10億人が飢えや栄養失調に苦しむ
一方で、20億人が肥満など食に起因する生活習慣病を
患っているという食の不均衡を解消するために考えだされ
た社会貢献プログラム、「TABLE FOR TWO」に賛同
し、5月より定期的に、従業員食堂で対象のヘルシーメ
ニューの提供を開始しました。このメニューを食べること
で、1食につき従業員から10円、帝国ホテルから10円の合
計20円を、アフリカ・アジア諸国の学校給食1食分として寄
付します。当年度は2,555食分を寄付しました。

●文科省運営海外留学支援プログラム 
  「トビタテ！留学JAPAN」への参画
　官民協働で学生の海外留学支援を行うプログラム「トビ
タテ！留学JAPAN」に参画しています。日本、そして世界の
未来を担うグローバル人材の育成に、当社も積極的に支
援してまいります。

復興支援
●「料理ボランティアの会」活動
　食を通じて災害からの復興を支援する一般社団法人

「料理ボランティアの会」の活動に、当年度も調理部のス
タッフが参加しました。８月には帝国ホテル東京において
「料理ボランティアの会 チャリティ食事会 ～ 美味しい物
で東北を応援！」が開催され、東北の食材を使った料理を、
600名を超えるお客様にお楽しみいただきました。この会の
収益は、同会の被災地支援活動に役立てられます。

環境活動
　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2年目として、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
さらに発展させてまいりました。

●環境人づくり企業大賞2016「優秀賞」を受賞
　環境省と環境人材育成コンソーシアムが主催する、地
球環境と調和した企業経営を実現し、環境保全や社会経
済のグリーン化を牽引する「環境人材」の育成について、
優良な取り組みを行った事業者を表彰する「環境人づくり
企業大賞2016」において

「優秀賞」を受賞しました。
　全社横断的な環境活動
への取り組みや、社内環境
セミナーの実施などの環境
人材を育成する取り組みに
ついて高い評価をいただき
ました。

●おおさかATCグリーンエコプラザへの展示を開始
　2016年6月に公益財団法人日本環境協会が認定する
エコマークを取得し、同協会が開催するエコマークアワー
ドにおいても最高賞である金賞を受賞したことから、おおさ
かATCグリーンエコプラザ内『エコマークゾーン』への出
展依頼を受け、当社の積極的な環境活動の発信の場とし
て、9月より展示を開始しました。

開催しています。「語学研修」、「環境セミナー」、「後輩指導力
セミナー」や、ターニングポイントとなる年齢時に年齢別研修
を実施するなど、従業員を支援する研修を実施しています。

● 田中健一郎総料理長が文化庁長官表彰受賞ならびにフラ 
ンス農事功労章“オフィシエ”叙位

　長年にわたりフランス料理の継承・発展や後進の育成に
努め、料理を通じたボランティア活動にも尽力するなど、芸術
文化振興への貢献が評価され、
田中総料理長が、2017年度の文
化庁長官賞を受賞しました。
　また、フランスの農業・水産大臣
より、フランスの食文化の普及に
特に功績があったとして、フランス
農事功労章“オフィシエ”を叙位さ
れました。

●コンクールでの活躍
　2018年1月30日に開催された
全日本氷彫創美会「明治神宮
奉納–冬季全国氷彫刻展–」に
おいて、当社調理スタッフが第1
位にあたる「創美会大賞」を受
賞しました。

株主の皆様とともに
　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
基盤に基づく安定配当の継続を経営の基本方針とし、

グループの業績と配当性向などを総合的に勘案し、株
主様への利益還元を実施しています。

第177期の配当
（2017年4月1日～2018年3月31日）

中間　7円
期末　8円

年間大賞表彰式
イルミネーションやイベントで 
グリーン電力を積極的に使用

従業員によるアルミ缶分別リサイ
クル活動

入社5年以内の従業員対象の
環境セミナーを実施

日比谷公園の花壇の一部を 
アルミ缶売却益で管理し、地域
環境に貢献

活動の一例

環境委員会

委員長： 社長
メンバー： 役員、全部長、子会社社長

帝国ホテルの環境活動にかかわる基本的な事項を決定します。

グリーンチーム

各分科会から出された課題や提案の取りまとめ、 
社内外への情報発信を行います。

省エネルギーチーム

電気、ガス、水道等、 
エネルギーの使用量の 
削減のための対策を 

検討します。

フェニックスチーム

ごみ量の削減や、 
分別の徹底による 

リサイクル率向上を 
推進します。

グリーン購入チーム

環境にやさしい素材や 
製品への切替えを 

進めます。

トモニンマーク

くるみんマーク
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　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を目指す
企業として、国際社会に貢献することにあります。
　帝国ホテルグループは、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、環境への配
慮や社会貢献、コンプライアンスなど、経済・環境・
社会に対する責任を果たすための活動を行って
おります。
　２０１７年度は、「中期経営計画 2016-2018 ～
信頼の絆を結び、ともに未来へ～」の２年目とし
て、４つの重点課題である「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」への取り組みを鋭意
進めてまいりました。
　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２０１８」としてまとめました。 

　今後も良き社会の一員として、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、お客様、
株主、従業員をはじめとするステークホルダーの皆
様とともに、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・
社会的価値の創造にチャレンジしてまいります。

2017年4月　  2018年3月

〈表紙写真〉
 左：常設展示「インペリアル タイムズ」
 右： 1930年代に旧本館（ライト館）で使用されていた

プレート（フランク・ロイド・ライト デザイン）

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、“ホテルとしての安全性”のみならず“企業と
しての健全性”を重視しており、ＣＳＲを推進する上で基
本となるコンプライアンスをはじめ、内部統制、ガバナン
スなど、企業としての健全性・透明性を高める取り組み
をそれぞれ進めております。

当年度も、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、情報漏洩防止対策などに関する研修を実施しまし
た。このような取り組みを通じ、当社グループ全体に、
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
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
２０１7年 6月 常設展示「インペリアル タイムズ」開設

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  https://www.imperialhotel.co.jp
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