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■ 支援制度の充実

　 女性社員の支援制度として、先輩女性社員（メンタ ー）が、新卒女性社員（メン

ティー）に対して、メンタル面など様々な側面からサポートするメンター制を設け、

上司に相談しづらいことを一緒に考えたり、社内SNS 、メール、各地で開催される交

流会などで女性社員をサポートしています。また、子育てをする社員には、勤務時間

の短縮、育児休業（男女問わず取得可能）、時間外労働や深夜勤務の抑制などを行って

います。

■ 女性が持つ力を最大限発揮できるための取組み

　2013年にグループ会社の（株）ダイナムにおいて、女性の

人材開発部長を中心とした女性活躍推進チームを設立しま

した。女性ならではの視点を採り入れた様々な取り組みを

行ってきましたが、今後は当社グループ全体に活動の輪を

広げていきます。

■ 女性幹部・管理職を育成する取り組み

　グループ各社がそれぞれの特色を活かして女性社員の

キャリア構築のためのプログラムを展開しています。プロ

グラムを通じて女性社員どうしの横のつながりを強化す

るとともに、自らの得意分野を活かして活躍の場を広げる

ための動機づけを行っています。

※1  全グループ会社の実績をもとに算出

全従業員に占める女性比率（人数）※1 
2018年3月末

54.4%
（9,693名）

※2  （株）ダイナムの実績をもとに算出

新卒に占める

女性採用比率（人数）※2 
2018年3月期

28.6%（26名）

�雇用機会の均等と公正な処遇

�女性の活躍推進

　企業行動規範に基づいた雇用方針に基づき、人権を尊重し、雇用に関する差別なく多様な人材を受け入れています。2018年3月末

現在において、グループ全体で18,077名の従業員が在籍し、国籍、性別、年齢、障がいの有無などの違いを超えて、多様な人材が

活躍しています。当社グループでは、従業員一人ひとりが設定した目標とその達成度合いのみで、昇格、昇給の機会が平等に与え

られ評価される、公平で公正な人事制度を導入しています。

　当社グループでは、女性の活躍推進を競争力向上、企業価値向上の原動力としてい

きたいと考えています。新卒採用に占める女性の採用比率も40％程度にまで引き上げ

ることを目標にし、会社の仕組みや従業員の働き方を変革し、女性の活躍の場を拡げ

ていきます。

　当社グループでは、「人材の力」こそが、継続的に発展していく上での最大の資本

（人的資本）であり、競争優位の源泉であると考えています。従業員という「人」の

成長を通じて人材力を強化し、「人」にフォーカスした価値創造を実現すべく「人的

資本の高度化」に取り組んでいます。また、従業員が健康的に働くことができるよ

う、適正な労働環境の維持・改善にも努めています。

人材力を強化し、

継続的な発展に不可欠な人的資本を高度化。
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多様な人材が活躍できる企業風土づくり
　人材の多様性（ダイバーシティ）を尊重し、多様な人材が活躍できる企業風土づくりを推進し、これを企業価値向上

の原動力としていきたいと考えています。

取り組みの方向性



　（株）ビジネスパートナーでは、2016年4月より、障がいを持つ方々の就労支援

施設「あさひ」を運営開始しました。同施設において、障がいがある方のライフ

ステージを通じて継続的な支援を行っていきます。
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業界の垣根を超えた取り組み

�障がい者の雇用促進

　障がいがある方に活躍の場を提供し、ハンデキャップの有無に関わらず、喜びや苦労を

分かち合い、共生できる社会の実現をめざす当社グループでは、主に特例子会社の（株）

ビジネスパートナーを通じて障がい者を雇用し、オフィスビルの清掃と、「たんぽぽの丘」

ブランドで手作りバックや小物の制作・販売を行い、また売上の一部は「スペシャルオリン

ピックス日本（SON）」に寄付しています。

■ 厚生労働省認定のポジティブ・アクションを宣言

　（株）ダイナムおよび（株）夢コーポレーションでは、厚生労働省の女性活躍推進プランであるポジティブ・アクションに基づき、

職場環境の改善、女性の採用拡大、女性の継続就業支援、女性管理職の増加の4つを実現することを宣言し、男女間の実質的な

雇用格差を解消するために、自主的かつ積極的な取り組みを行っていきます。

　（株）ダイナムでは、女性活躍推進に取り組んでいる他企業の担当者をお招きし、それぞれの抱える課題について意見

交換する機会を設けています。2018年2月に開催した「ダイナムなでしこサミット2018」では、他業種から、株式会社レオ

パレス21様、シグマロジスティクス株式会社様をオブザーバーとして

お招きし、グループディスカッションに参加していただきました。

交流会では、総勢22名が参加し、それぞれの企業の取り組みを共有

しつつ、課題解決について協議を行いました。

　取り組みの共有では、「在宅勤務制度」（通勤せずに自宅で仕事を行う

こと）や「カムバック制度」（退職した正社員を再雇用する制度）や

「女性店舗」（女性だけでの店舗運営）など、各社より持ち寄った取り組

みを発表し情報交換をしました。

ダイナムなでしこサミット2018を開催　〜他社企業を招いて交流会を開催〜

■ 女性の活躍に関する法令の遵守、目標設定

　2018年、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（以下、「女性活躍推進法」）に基づき、下記行動計画を策定し実施し

ています。

「女性活躍推進法」行動計画（計画期間 2018年4月1日～ 2022年3月31日）

（1） 目標：正社員に占める女性労働者の割合を9.0％以上にする

（2） 目標：男女がともに働き方を選択しやすい環境を実現するため、従業員のやりがいや意識を把握する仕組みを整備する

（3） 目標：女性社員を対象として管理職育成を目的とした研修を実施する。

障がいを持つ方々の就労支援施設「あさひ」を運営

■ 男女共同参画推進事業者認定・受賞

　国内の各地方自治体では、教育体系、福利厚生制度、ワークライフバランス、法令順守

など、性別の違いを超えて女性も男性も活躍できる職場環境が整っている事業者を

表彰する制度を設けており、（株）ダイナムでは、これまでに5自治体から表彰を受け、

13自治体から認定を受けました。

　その他の都道府県でも申請を行う予定であり、今後も性別にとらわれない能力活用や

職域拡大に積極的に取り組んでいきます。

※3  国内グループ会社の実績をもとに算出

障がいがある従業員在籍人数※3 
2018年3月末

206名

1
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人材育成

人材育成システム

■ 新卒採用の継続による人材の厚み

　首都圏以外への出店を開始した1989年から幹部社員候補として大学卒業者を中心に毎年一定人数の新卒採用を行い、その教育に

力を注いでいます。入社後のキャリア20年前後の従業員からはすでに当社グループの幹部社員として部門長や営業現場の責任者も

誕生しており、また3名については、グループ会社のダイナムの取締役として活躍しています。

天麗301

　伊豆高原の真中に位置しており、国立公園

内の緑豊かで研修・保養に最適な環境です。

周囲は大企業の保養所が集積しており、街並

はとても美しく整備されています。

マリンピア豊浦

　200人以上が宿泊・研修できる施設として

誕生しました。建物は海と山に囲まれた風光

明媚な立地条件の中にあります。１年を通して

四季折々の自然を満喫することができます。

研修施設として、またレジャー基地として

最適な環境にあります。

�人材育成の３つの柱

　人材育成システムは、「教育・研修」、「OJT」、「人生大学」という３つの大きな柱で構成されています。当社グループならではの人材

育成を通じて人材力を強化し、継続的な発展に向けた価値創造の原動力としていきたいと考えています。

■ 大規模研修施設

　日本国内各地で活躍する従業員が一堂に会して集合研修を実施できる環境を整備しており、大規模研修施設を国内2ヵ所に

設けています。

業務知識の習得（成長へのトリガー）

　 社内で独自の研修プログラムを開発
し実施しています。階層・目的に応じて
設けられた各プログラムの内容は実践・
検証・修正を行いながら磨かれ、継承さ
れています。

チェーンストア教育

　 日本で唯一のチ ェ ー ンストアのコン
サルテ ィ ング教育機関が主催する各種
セミナ ー に中堅幹部社員以上の数多く
の社員が参加しています。加えて次世代
リ ー ダ ー を育成するプログラムも実施
しています。

次世代リーダー育成

　 グル ー プ内から選抜された従業員を
次世代のリ ー ダ ー 候補として育成する
プログラムを実施しています。

業務遂行能力の向上（実践力）

　OJTをメインに、主体的に業務ができるス

キルを身に付けます。新人の育成には、毎年

一定の現場の中堅社員が人材開発部に籍を

移し、この間はトレーナーを本業とし、マン

ツーマンで丁寧に新人を教育し、実践力を身

に付けます。

業務認定制度による目標と

達成度の見える化

　業務認定制度を設け、職位ごとに求める知

識・経験・スキルを見える化し、常に目標を持

ち自己を高められる仕組みを整備。上位職

への昇格試験をサポートする研修から昇格

後のフォロー研修まで、充実した支援教育を

提供しています。

企業文化の継承と人間形成

（「人」としての成長）

　当社グループの企業文化を伝えるユニー

クな教育プログラムです。「人生大学」では、

様々な部門・役職・年齢の社員が、寝食をとも

にしながら読書やグループディスカッショ

ンを行います。企業理念やビジ ョ ンを再確

認し、同時に自己のキャリアプランを見つめ

直すことを通じて、長い年月をかけて培って

きた企業文化を従業員一人ひとりに継承し、

浸透させることにつなげています。

教育・研修 人生大学OJT

生産性向上 次世代リーダー育成人材力の強化
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人材育成を通じた人材力の強化
　当社グループの人材の強さは、人材育成力によってもたらされます。私たちには長年築き上げてきた人を育てる

独特の仕組みがあり、他社が容易に模倣できない強み（コアコンピタンス）となっています。

取り組みの方向性
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�ワークライフバランスと働き方の最適化

　従業員が人材としての力を十分に発揮するためには、一人ひとりのライフステージや

家族構成に応じた柔軟な対応が求められます。当社グループでは、男女にかかわらず、

結婚・出産・子育て・介護などの家庭における営みと仕事とを両立できる会社をめざし、

各種制度や職場環境の整備などを通じワークライフバランスの実現をめざしています。

※4  国内グループ会社の実績をもとに算出

育児休職からの復職率※4 
2018年3月期

94.1%

■ 両立支援制度の充実

　「6連続休暇」や「メモリアル休暇」など年次有給休暇の取得を促進するとともに、

「勤務時間の短縮」の利用対象となる子を小学校3年生の終期まで、「子の看護休暇」の

取得対象となる子を小学校6年生の終期までとするなど、法令を上回る両立制度を整備

しています。

■ 労働時間管理による生産性向上

　制度を整えるだけでなく、従業員一人ひとりが働き方を見直し、限られた時間内で

成果を上げる取り組みを全社規模で行っており、こうした業務改善は、労働時間の削

減にもつながっています。全社規模で従業員の労働時間を把握し業務改善を促すこと

で、生産性を向上し「サービス残業の抑止」や「時間外労働の低減」などを図っています。

■ 店舗内設備の改善による従業員の作業負荷軽減

　従業員が手作業で行う設備メンテナンスなどの細かい作業を減らすために、店舗内設備をメンテナンスフリーに近づける

取り組みを行っています。従業員の作業負荷を軽減することで、接客をはじめ、より生産性の高い業務に注力できるよう配慮

していきます。

■ 「次世代育成支援対策推進法」行動計画

　2015年に施行された「次世代育成支援対策推進法」に基づき、下記行動計画を策定し継続実施しています。

「次世代育成支援対策推進法」行動計画 （計画期間  2017年4月1日～ 2020年3月31日）

（１） 目標：子供の出生時における育児休業の取得促進、および職場復帰しやすい環境を整備する。

（２） 目標：妊娠・出産・育児中の社員が働きやすい職場環境を構築する。

（３） 目標：女性社員を対象とした管理職を育成するための環境を整備する。

厚生労働省から子育てサポート企業として認定

　ダイナムは、子育て支援に積極的に取り組む企業として、次世代育成

支援対策推進法に基づく厚生労働省による認定を受け、2017年10月

27日付で「くるみんマーク」を取得しました。次世代育成支援対策推進

法に基づく行動計画で掲げた目標の達成や、女性だけでなく男性の育

児休業取得が進んでいることが評価されました。

「くるみんマーク」を取得

CSR Report 2018

37

働きやすい職場環境づくり
　会社組織の活性化と従業員が一人ひとりの能力を十分に発揮するためには、従業員満足度の向上、心と体の健康維

持が必要と考え、誰もが働きやすい職場環境づくりをめざしています。

取り組みの方向性
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■ 労働災害防止、過重労働対策

　「業務災害状況報告書」の提出を義務付け、業務に係る災害発生時の状況把握と因果

関係を分析し、今後の防止対策に活かせるよう、効果的なマネジメントを推進してい

ます。また、長時間労働に伴う従業員の心身の健康悪化を防止するため、全社規模で労

働時間を把握し、過重労働対策に取り組んでいます。

労働災害強度率※5 
2018年3月期

※5 国内グループ会社の実績をもとに算出

労働災害強度率は、1,000延労働時間当たりの労働

損失日数で計算され、労働災害の重さを測る参

考指標です

0.05

�安全な職場環境

■ 全従業員を対象とした健康管理の取り組み

　全従業員を対象に定期健康診断の受診を義務付けています。2018年3月期における受

診率は96.6％でしたが、目標は100％の受診率達成です。診断の結果、基準値を超えた

従業員には、常駐の産業保健スタッフが生活習慣の改善指導を行います。また、従業員

の喫煙率低減キャンペーンなど健康第一の風土づくりを実践しています。

■ 心と体の健康相談窓口の設置

　心の健康に関しては各人のプライバシーに配慮し、外部の専門機関とも連携しながら、

専属の看護師が健康相談を受け付ける「ダイナムグループ相談室」や、メンタルヘルス

ケアを中心に対応する「EAP相談室」の窓口を設けています。また、定期的にストレス

チェックを実施し、適切に対処できる体制を整備しています。

�健康経営の推進

　「従業員の健康がすべての基盤」との認識のもと、健康を第一とする風土の醸成を通じて健康経営を推進しています。当社

グループが加入する「関東百貨店健康保険組合」や健康相談を専門とする業者など外部リソースを最大限活用しつつ、社内外で

連携しながら健康増進策を積極的に展開しています。

　当社グループ全体の職場環境の安全性向上をめざし、独自に「安全衛生管理規定」を

定め労働災害の防止、低減に努めています。
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業界の垣根を超えた取り組み

　（株）ダイナムと（株）マルハンは、2017年9月に、「パチンコ業界の『未来の働き方』を考える」をテーマにパチンコ業界の

「働き方改⾰」と「女性活躍推進」について情報交換を行いました。

業界トップ２社であるダイナムとマルハンが情報を交換し、そこ

で生み出される新しい発想や相乗効果が業界を活性化すると考

え、取材陣をお招きしての公開イベントといたしました。

　「働き方改⾰」や「女性活躍推進」に関わらず今後も様々なこの

ような活動を通じて情報交換することで、業界の活性化へ貢献し

ていきたいと考えております。

業界トップ２社が「パチンコ業界の『未来の働き⽅』を考える」マルハン×ダイナム情報交換会を開催

2

有給休暇の効果的取得を通じた健康経営

　（株）ダイナムは、2018年7月から計画付与年休を拡大し、健康状態を確認することを目的に取得可能な「健康サポート

休暇」を導入いたします。 

　心身ともに健康で働き続けられることは会社の永続的な成長と発展に必要であるだけでなく、従業員とその家族の

幸せに必要なことであると考えており、従業員の健康意識を高め、早期発見・早期治療が出来る環境を整備することを

目的として、新たな計画付与年休「健康サポート休暇」を導入することといたしました。 

　計画付与年休は、有給休暇を計画的に取得する制度であり、この制度の適用範囲を広げることで働き方改⾰や健康経営

を推進していきたいと考えています。

健康サポート休暇を導入



従業員

■ 労使間の対話に基づく健全な職場環境づくり

　労働組合は、健全な労働環境整備のための企業と従業員との対話の場として機能し、

定期的に協議会を開催。また分科会として「労働環境向上委員会」等を設け、従業員の

声を採り入れながら、法令以外の制度構築や時間外労働時間の削減、有給休暇の取得

促進などの検討を継続的に行っています。

労使協議会開催回数※6

2018年3月期

23回
労働環境向上委員会等開催回数※7 
2018年3月期

28回

■ 自己申告制度

　年に一度、正社員、勤務地限定社員を対象に、職務状況や個人事情について確認する自

己申告を実施。従業員一人ひとりが自身のキャリアプランについて考え、めざすべき方

向を認識する機会となるとともに、会社が従業員の個別事情を把握することで、有効な

人材配置および育成の実施につなげています。

■ 上司との面談

　半期に一度、目標設定や人事考課のフィードバックなど、上司と部下が面談する機会

を設け、業務における課題を確認し、上司が部下の意欲を引き出し、支援する機会として

います。

※6、7： 国内グループ会社の実績をもとにに算出

�従業員との対話

�関連法規の遵守

　1998年、パチンコ業界初の労働組合「ダイナムユニオン」が結成されました。以来、

健全な労働環境をめざし、労使間の対話を継続させています。

　当社グループでは、報酬、解任、採用、昇進、労働時間、有給休暇、雇用機会均等、ダイバーシティ、反差別、福利厚生、労働安全

衛生、労働災害など、日本国内における労働関連法規を遵守しています。

C
S

R
　

　
社

会
　

 従
業

員
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労使共同による働き方改革への取り組み

　（株）ダイナムでは、「労働環境向上に向けた労使共同宣言」を掲げ、 過度な長時間労働の防止に努めるとともに、1分

単位の労働時間管理を行うなど、時間外労働の適正管理を行う上での様々な取り組みを重ねております。また、業界内外

における長時間労働の慣行を是正し、時間外労働を削減する新たな動機づけになればと考え、2020年に予定されている

従業員の残業時間公表義務化に先駆け、月平均残業時間を昨年度より公表しております。2018年3月期のダイナムにおける

全従業員の残業時間は月平均3.9時間でした。

月平均残業時間を公表。さらなる労働環境の向上に向けて労働時間を積極的に情報開示

［労働時間の適正管理］

●  1分単位の労働時間管理

●  終業5分前から打刻が可能

●  残業時刻とパソコン電源オフや退店時刻の差をチェック

［長時間労働防止の取組み］

●  ノー残業デーの実施（週1）

●  変形労働時間制の活用

●  業務の組み換えによるシフトの見直し

●  部門責任者への週次アラート配信

●  事業所ヒアリングによる阻害要因の分析と改善策の実行




