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　このたびの「東日本大震災」により被災された皆様には、

謹んでお見舞い申しあげます。一日も早い復興を、心よりお

祈り申しあげます。

　帝国ホテルは、2010年に開業120周年を迎えました。開業

より120年の間、日本のホテル業界のリーディングカンパニ

ーとしての役割を果たし続けてきました。お客様ならびに株

主の皆様の、お引き立てとご支援のたまものであると、深

く感謝申しあげます。

　2010年11月に日本で開催されたAPECでのVIPのご滞在

や、帝国ホテルを会場とするLHW＊の年次総会受け入れは、

ともに高い評価をいただくことができました。また、2011年

3月まで実施した、開業120周年記念のさまざまなイベント

や販売促進も成功させることができました。

　ここに、平成22年4月から平成23年3月までの、当社グル

ープのCSR活動を、「CSRレポート 2011」としてまとめまし

た。今後も、社会貢献を最大の使命の一つとして、CSR活動

を推進してまいります。

代表取締役社長　小 林  哲 也

1890年11月 帝国ホテル開業
1923年９月 ライト館開業

関東大震災発生
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 フードストア「ガルガンチュワ」開店
1983年３月 インペリアルタワー開業
1990年11月 開業100周年
1995年３月 ザ・クレストホテル立川開業
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
2003年～ 「21世紀プロジェクト」の実施
（主な改修）

2003年～ 客室改装
2004年 インペリアルバイキング サール、インペリアル

ラウンジ アクア改装開店
2005年 レ セゾン改装開店、フロントカウンター改修
2006年 孔雀の間・2階厨房改修
2007年 パークサイドダイナー開店、富士の間・3階厨房

改修
2008年 光の間・厨房改修
2009年 ブライズサロンオープン、宴会レセプション改装

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９月 三井不動産株式会社が当社筆頭株主となる
2010年11月 開業120周年

LHW年次総会が開催される
＊ LHWは世界の独立系高級ホテルが加盟しているホテル組織、ザ・リーディング
ホテルズ・オブ・ザ・ワールドの略。
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120年の沿革



● 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
•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
株 主 総 会

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

● コンプライアンス
　CSR活動を推進する上で基本ともなるコンプライアンスについては、「リスク管理委員会」、「食の安全と信頼委員会」などの組
織的な体制を機能させています。
　また、法令、定款、社内規則ならびに社会的習慣、企業倫理を順守することを求めたコンプライアンスのための基本規程を
定め、当社グループ全員に対しこの徹底を図るとともに、日常業務の法的問題の相談窓口や、コンプライアンスに反する行為
に対する内部通報のためのヘルプラインを設置し、当社グループ全体に法令順守の徹底を浸透させています。
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企業理念

企業統治



　当社グループでは、国内外を問わず、自然災害などの被害者支援のためのグループ内募金活動や、福祉団体
へのチャリティー募金を行っています。
　今年度は、2010年4月に中国青海省地震（4月14日発生）、6月にチリ地震（2月27日発生）、また2011年3月にはニュー
ジーランドクライストチャーチ地震（2月22日発生）への義援金を、それぞれ各国在日大使館に寄託しました。

　3月11日午後2時46分に発生した「東日本大震災」により、東京においても大きな混乱が生じました。
　帝国ホテル東京では、地震発生後直ちに社長を責任者とする災害対策本部および総支配人を責任者とする現
場指揮所を設置しました。各部署では、災害対策マニュアルにそって、迅速に行動が開始され、お客様・従業
員の安全を確認しました。
　当日は、帰宅が困難な方々が次々に帝国ホテルに避難され、ご宿泊のお客様のほか約2千名の方々がホテル
で一夜を過ごされました。全従業員で対応にあたり、毛布や水、非常食の提供など、避難された方々の安全と
安心の確保に努め、また正確な情報提供を行いました。翌3月12日
早朝には、避難された方々に宴会場で温かい野菜スープの提供を行
いました。各交通機関の運行再開にともない、避難された方々に無
事にお帰りいただくことができました。
　当社グループでは、今回の大震災に対し、従業員からの募金や、
3月13日にチャリティーを目的として開催した「帝国ホテル落語会」
の売上金の一部を含む合計1,000万円を、（社）日本ホテル協会を介し
て日本赤十字社に寄付いたしました。また、松下政経塾を通じて支
援物資を送付し、東京中央ロータリー・クラブの呼びかけに応じ
て、当社従業員18名が被災地のボランティア活動に参加しました。
　帝国ホテルは、社会に貢献することを最大の使命の一つとしてい
ます。また、お客様の安全と安心のための対策を最優先事項として
います。こうした帝国ホテルの精神が、今回の大災害にも最大限に
活かされました。

　帝国ホテルグループでは、社会貢献を当社グループの重要な使命であると考え、
次のような取り組みを行いました。

● 「東日本大震災」における帝国ホテルの対応

● 世界各国への義援金
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社会とともに

帝国ホテル東京に避難された方々



■ ゴミ対策（フェニックス）チーム
　本年度もゴミ置き場や各職場のゴミ分別状況の実態調
査を行い、適切な分別廃棄の推進活動を行いました。
　また、平成21年3月より、ペットボトルのキャップを分
別回収し、リサイクル会社に購入していただいた収益を
ワクチンの購入に活用する、エコキャップ活動に参加し
ています。平成22年度の回収実績は、695,920個、ワクチ
ンに換算すると約870本分に相当します。

■ 省エネルギーチーム
　平成22年度の省エネルギーへの取り組みは、LED照明
の導入をはじめとして、空調機器の運転・運用の効率化、
案内看板などの点灯時間の見直しなどを実施しました。
　また､ 事務所などでの休憩時間･離席時のこまめな消灯
や、パソコンへの省エネ設定に全社的に取り組み､ 実施
状況をチーム員が定期的に巡回指導・確認しました。
　こうしたきめ細かな対策により､ 年間で電力を
229,800kwh削減（削減率0.4％、CO2排出換算88トン）、ガ
スを48,000㎥削減（削減率1.1％、CO2排出換算111トン）し
ました。

■ グリーン購入チーム
　引き続き、環境にやさしい製品の購入（グリーン購入）を推進しました。平成22年度のグリーン購入は、トイレットペーパー
やティッシュペーパーなどの衛生紙や家電類などで100％、インク、トナーなどの印刷サービス品で99.7％を達成しました。
　また、使い終わった牛乳のパックを洗浄し、再生事業会社に引き取っていただき、従業員スペースで使用するペーパータ
オルへ循環リサイクルいたしました。平成22年度は502キログラム、紙パックで12,550パック相当のリサイクルを行いました。

1． お客様とともに
　帝国ホテル東京は、平成22年6月からLHW（ザ・リーディングホテルズ・オブ・ザ・ワールド）が企画する、環境
配慮のプログラム「リーディング グリーン」に参加しました。環境への関心の高いお客様とともに取り組んでいく方
法の一つとして、同プログラムへの参加を決めました。帝国ホテル大阪も平成23年1月より参加しています。

2． 社会とともに
　食品リサイクル法や東京都環境確保条例、改正省エネ法に対応し、目標の達成に向けて、各分科会や関連部署と
協力して取り組み、温室効果ガスの削減やエネルギー使用量の低減、食品リサイクル率の向上に向けて、各分科会
や関連部署とともに推進を図りました。

3． 従業員とともに
　ポスターや社報などによる情報提供、環境活動への社内ボランティア募集などを通じ、従業員の環境への関心を
高めるべく啓蒙活動を行いました。

「グリーンチーム」の取り組み
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● 環境対策

　当社グループでは、環境対策として、社長を委員長とする「環境委員会」の下部組織として、「グリーンチーム」
を設置し、全社横断的な環境への取り組みを推進するとともに、さらに分科会として「省エネルギーチーム」、
「ゴミ対策（フェニックス）チーム」、「グリーン購入チーム」が活動を行っています。
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● 帝国ホテル開業120周年

　開業120周年のコンセプトを、「偶然の出会いに気付き、幸運につなげる」という意味の
「セレンディピティ」として、商品やイベントの開催に加えて、ソフトウェア、ヒューマ
ンウェアのおもてなしの心を全面に出して展開しました。
　開業120周年を記念して、より多くの皆様に帝国ホテルの歴史と伝統を知っていただく
ために、社史の編纂を行い、また、村松友視氏の著書『帝国ホテルの不思議』（日本経済新
聞出版社）や、『コミック帝国ホテル120年の最高』（集英社）などの書籍が刊行されました。
　120周年記念商品としては、婚礼商品「インペリアル ウェディング」を、「Formal is 
Romantic」をコンセプトとして一新しました。また、宿泊、レストランでも、120周年を記
念した商品展開を行いました。　
　120周年記念イベントとして、2009年11月より2011年3月まで、さまざまなロビー展示
を東京・大阪で開催しました。
　さらに、「東西おどりの夕べ～祇園・京の雅 新橋・江戸の粋～」、「ハレクラニ提携一周
年『カノエ・ミラーが贈る フラの世界』」、「インペリアル ジャズ スペシャル 120」などを
開催し、好評を博しました。

村松友視著『帝国ホテ
ルの不思議』（日本経
済新聞出版社）

　2009年に開始された、サービス産業生産性協議会によるJCSI（日本版顧客満足度指数）の調査結果において、「シティホ
テル業界」で2009年に続き2010年も、帝国ホテルが首位の評価を得ました。
（詳細はサービス産業生産性協議会のホームページを参照ください。http://www.service－js.jp）

　また、「週刊ダイヤモンド」誌の、2010年の「日本ベストホテル100」においても、引き続き帝国ホテルが首位となりました。
帝国ホテルの高品質のサービスが、高く評価されています。

● 2010年も各種ホテルランキングで首位を獲得

　お客様の期待を上回るサービスを提供し続けるための活動の一つが、「さすが帝国ホテル推進活動」です。「帝国ホテル　
行動基準」の9つの実行テーマ（挨拶、清潔、身だしなみ、感謝、気配り、謙虚、知識、創意、挑戦）を浸透させることを
中心に推進しています。お客様から、「さすが帝国ホテル」と言われるにふさわしい活動を行った従業員を表彰しています。
2010年度は、60名が表彰を受けました。

● さらなる顧客満足度向上をめざす「さすが帝国ホテル推進活動」

インペリアル ウェディング

ロビー展示（東京）

お客様とともに



● 安定配当

● 研修や海外留学

● 名誉ある数々の賞を受賞 

　帝国ホテルでは、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題と認識し、安定配当のための努力を行っていま
す。平成19年度より23円の年間配当を行っておりますが、平成22年度については、中間配当11円（配当済み）、
普通配当12円に、開業120周年記念配当2円を加え、年間配当を1株あたり25円といたしました。

　従業員のキャリア支援のための研修の実施や、通信教育制度を導入し、キャリアアップのための支援を行って
います。また、国際的視野を持ったスタッフを育成する海外留学で、2名が米国のカリフォルニア州およびワシ
ントン州での留学を経験しました。

　平成22年度は、「卓越した技能者（現代の名工）」表彰受賞や、パリで行われた「第44回 ル テタンジェ国際料理賞
コンクール」での第3位入賞、「第49回 電話応対コンクール全国大会」優秀賞の受賞など、当社グループ従業員が
名誉ある数々の賞を受賞しました。
　また、こうした全従業員の名誉となる功績に対して、社内表彰制度を設け表彰を行っています。

「卓越した技能者（現代の名工）」
表彰を受賞

「電話応対コンクール全国
大会」で優秀賞を受賞

「ル テタンジェ国際料理賞コンクー
ル」で第３位入賞

「観光関係従事者　関東運輸局長
表彰」を受賞
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株主様とともに

従業員とともに

　帝国ホテルグループでは、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。

　当社グループでは、全従業員が心身ともに健康で、働きがいのある職場環境づくりに努めています。
また、国際的ベストホテルにふさわしい人材育成のために、さまざまな支援を行っています。



株式会社帝国ホテル　総務部
〒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


