ダイナムジャパンホールディングスグループ企 業理 念

信頼と夢を育む
百年の挑戦
企業は、お客様や地域住民に奉仕・貢献するとともに、従業員、株主、金融機関、
取引先等の関係者との間で、常に果たすべき役割を担っていかなくては存続できません。

企業には、関係する人々の生活や人生を持続的に豊かにすることが期待され、
また同時に、地球上のすべての人々が信頼で結ばれ、安心して暮せる世界を創造することが切望されています。

この企業理念は、信頼で結ばれた人々や組織が、夢の実現に向けてエネルギーを結集し、
永続的に成長を達成するという理想の循環を創り出すために、絶え間なく挑み続ける精神を表現しています。
企業理念に謳われている百年とは、長い年月、悠久を意味し、未来を指しています。

ダイナムジャパンホールディングスグループは、
未来に向け恒久的に信頼と夢を育んでいくことを、ここに宣言します。

5つの経営⽅針

1

顧客第⼀主義
常にお客様を最 優先に考え実 践していきます

2

情報開⽰
情 報を開⽰し透明で公正な経営を実⾏していきます

3

チェーンストア経営
チェーンストア経営を貫き成長を継 続していきます

4

人材育成
⼈を育て⼈のエネルギーを結集していきます

5

社会貢献
地 域に必要な存在となり社会に貢献していきます

3つの⾏動規範
法令・ルールを遵守し人に敬意を持って接します

2.

積 極的な言動に努めチームワークを大切にします

3.

実態を現 場で確認し数値で表現します
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Aout Us

数字で見るＤＹＪＨグループ（財務ハイライト）

連結業績

2018年3月期における当社の主要な連結業績数値をご紹介いたします。

収入
貸玉収入

営業収入

775,060

百万円

その他の収入

152,092

百万円

9,458

百万円

貸玉収入は、
お客様に貸与したパチンコ

営 業 収 入 は、貸 玉 収 入 か ら 景 品 出

玉やパチスロメダルに基づき受領した

庫額を差し引いた金額です。一般企業

運 営 以 外 の 事 業 に 関 す る 収 入 で す。

金額から未使用のパチンコ玉および

におけるネット売上高（粗利益）に相

主に店舗隣接の飲食施設における事

パチスロメダルの金額を除外した金額

当 し ま す。景 品 出 庫 額 は、お 客 様 に

業収入や自動販売機のロイヤルティ

を表しております。一般企業における

よって店舗で交換されるG景品と一般

収入、賃貸収益などで構成されます。

グロス売上高に相当します。

景品の原価の総額を意味します。

その他の収入は、パチンコホールの

利益
営業利益

税引前当期利益

17,349

百万円

連結財政状態

16,804

百万円

10,925

百万円

2018年3月末時点における当社の主要な連結財政状態に関する数値をご紹介いたします。

自己資本（純資産）

総資産

184,971

百万円

CSR Report 2018
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当期利益

自己資本比率

137,515

百万円

74.3

%

自己資本比率は、自己資本（純資産）
を総資産で除して算出した財務の健全
性を測る参考指標です。

キャッシュ 創出力、手元現預金、資金調達力
期末現金預金残高

百万円

40,533

百万円

EBITDAは、当 期 利 益 に ⾦ 融 費 ⽤、

34,000

百万円

2018年3月末時点

融資枠は、国内の主要メガバンクとの

税⾦、減価償却費および為替差損益を

コミットメントライン契約を中⼼とした

加えて算出されています。当社グループ

グループ全体での借入枠の総額です。

のキャッシュ総出力を表す参考指標
の一つです。
当社グループは、⻑期にわたって着実に利益を積み上げてきた実績をベースに、健全な財政状態と堅実な経営を持続しています。
こうしたことから、⾦融機関からの信⽤は⾼く、機動的な資⾦調達が可能です。

株主還元

資本効率

1株当たり年間配当

12

数字で見るＤＹＪＨグループ（財務ハイライト）

29,524

融資枠

About Us

EBITDA

円

配当性向

ROE

84.1

%

当社は、株主の皆様に対する利益配分について、基本政策として安定配当の継続を
重視しています。
2018年３月期は、安定配当維持の観点から、1株当たり6円の期末配当とさせていた

8.0

%

ROE（自己資本利益率）は、当期利益
を自己資本（純資産）
で除して算出した
資本効率を測る参考指標です。

だきました。
中間配当額6円と合わせた年間配当額は12円となり、配当性向は84.1%となります。
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Aout Us

数字で見るＤＹＪＨグループ（非財務ハイライト）

パチンコホールの営業に関する数値
総店舗数

業界ポジション

450

遊技台総設置台数

低貸玉機設置台数比率

No.1 208,543 71.1

店舗

%

台

2018年3月末時点

低貸玉店舗を主軸に 2 業態を運営
当社グループでは、低貸玉営業の推進を主軸に、遊技コストの異なる2種類の業態の店舗を運営しています。

446

450

高貸玉店舗 主な呼称：ダイナム

442
355

362

375

393
181

180

高貸玉機が大部分を占めており、ホ－ルでの喫煙も可能です。
夢コーポレーション株式会社が運営する10店舗および株式会社

185
176

174

173

キャビンプラザが運営する2店舗を含んでいます。

172

低貸玉店舗 主な呼称：ダイナムゆったり館
ダイナム信頼の森
265
179

188

202

221

270

257

主に低貸玉機を展開し、景品の品揃えが充実しています。ホール
での喫煙が可能なダイナムゆったり館、指定の喫煙エリアを除いて
全面禁煙となっているダイナム信頼の森、夢コーポレーション
株式会社が運営する 27店舗、および株式会社キャビンプラザ運営

2012.3

2013.3

2014.3

2015.3

2016.3

2017.3

2018.3

の 6店舗を含んでいます。

2018年3月期は、低貸玉店舗6店舗を新規出店しました。また、商圏見直しに伴って低貸玉店舗を2店舗閉鎖しました。加えて、高貸
玉店舗1店舗を低貸玉店舗へ業態転換しました。これによって2018年3月31日現在の店舗数は450店舗となりました。
また、業態別では高貸玉店舗が180店舗、低貸玉店舗が270店舗となり、低貸玉店舗が全体の60％と過半数を占めています。

■ 低貸玉機の設置台数の増加
お客様の二―ズが、景品交換を主目的にしたものから遊技時間そのものを楽しむ「時間消費型レジャー」へと変化するなか、
当社グループは低貸玉営業へのシフトを進めています。
2017年12月末 現 在、低貸玉機（パチンコ ）の台数比率は 全国平均で 47.2％でした。一方、当社グループは2018年3月末時
点で71.1％まで拡大させています。
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今後も、
「パチンコを誰もが気軽に安心して楽しめる“日常の娯楽”に改革する」というビジョンのもと低貸玉営業を拡大してい
きます。

人材に関する数値

取締役の構成
女性従業員比率

54.4

名

6
9

人

%

人

当社の取締役９名のうち、６名につい

総務省の調査によると、パチンコ産業の雇用人数は約25万人であり、日本国内に
お け る 雇 用 創 出 の 一 翼 を 担 っ て い ま す。当 社 グ ル ー プ は2018年3月 末 現 在 で

ては、日本会社法上の社外取締役です。

18,077名もの従業員が就業しており、その雇用の創出・維持は当社グループに対す
る社会的評価の向上につながっています。

働きやすさに関する数値

数字で見るＤＹＪＨグループ（非財務ハイライト）

18,077

全取締役に占める社外取締役の割合

About Us

総従業員数

社会貢献支出

育児休職からの復職率

指定寄付金およびスポーツ協賛金

94.1

152

%

百万円

2018年3月期

2018年3月期

環境保全に関する数値
総電力使用量

CO 2排出量

345
百万kWh

2018年3月期

エネルギー原単位

201
千t-CO2

2018年3月期

0.13
kl/m2

2018年3月期
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Aout Us

当社グループの概要

当社グループについて
（株）ダイナムジャパンホールディングスは、
（株）ダイナムを含む ３社のパチンコホール運営会社、および関連会社 ４社の子会社
株式を保有する持株会社です。パチンコホールチェーンの運営を中核事業としており、2018 年 3 月 31 日現在の店舗数はグループ
全体で 450 店舗となり、業界 １位を誇ります。

株式会社ダイナムジャパンホールディングス

2018年3月31日現在

パチンコホール事業
株式会社ダイナム

夢コーポレーション株式会社

高貸玉営業の「ダイナム 」、低貸玉

2015年11月、当社のグループ会社に。

株式会社キャビンプラザ
2009年4月、当社の子会社を統合し

営業の「ダイナムゆったり館」
「
、ダイナム

創業より
（株）
ダイナムと同様にチェーン

発足。
「キャビンプラザ」
「やすみ時間」

信頼の森」の３業態で、日常の娯楽の

ストア経営を標榜し、パチンコホール

の屋号で8店舗を運営しています。

提供をめざし全国展開しています。

「夢屋」を中心に全国37店舗を展開して
います。

● ジャパンリアルエステイト株式会社

グループ経営を支えるその他事業
株式会社ダイナムビジネスサポート
グループの不動産管理や給与

株式会社日本ヒュウマップ
店舗隣接の飲食店や大型スパ

計算・会計関連業務の受託、さら

ゲティレストランなどの飲食事業、

には遊技機の手配なども行いグ

グループ店舗の清掃事業のほか、

ループ全体を支援しています。

不動産管理、貿易、金融事業等を
営んでいます。

● 株式会社関東大同販売

● 株式会社チンギスハーン旅行

● 株式会社ピーインシュランス

株式会社ビジネスパートナーズ
障がい者雇用を目的とした特例

Dynam Hong Kong Co., Limited（ダイナム香港）
グループのアジア圏を中心と

CSR Report 2018

子会社。障がいがある従業員に、

した海外事業への投資・管理・育

オフィスビルの清掃、バック・小物や

成を目的に設立された香港現地

雑貨の制作・販売など活躍の場を

法人。成長著しいアジア市場に

提供しています。

おける新たなビジネスを検討・
推進します。
● Rich-O

Korea Co., Limited

● 北京吉意欧珈琲有限公司

8

● Erin

International Co., Limited

CSR
● 継続的な企業価値向上とCSR
● 理念体系、推進体制
● ステークホルダー・エンゲージメント
● CSRのテーマ設定
● E 環境
環境

● S 社会
お客様
地域社会
お取引先
従業員
株主・投資家

● G ガバナンス
コーポレート・ガバナンスの概要
リスクマネジメント
コンプライアンス
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CSR

継続的な企業価値向上と CSR

すべての「信頼関係者」に提供する価値を高め、
「地域になくてはならない存在」
（ 地域のインフラ）になることをめざし、
継続的に企業価値を増大していきます。
当社グループでは、お客様、地域社会、従業員、お取引先、株主・投資家といったステークホルダーを
「信頼関係者」
と呼んでいます。
企業行動規範に基づき、すべての信頼関係者と日々向き合いながら企業活動を行い、信頼で結ばれた絆を育むことを大切にしています。
本業を通じて信頼関係者の期待に応え、地域社会の課題に真摯に向き合うことが当社グループの事業の本源的な価値を高めること
に繋がるものと考えています。
CSR 活動を通じて、信頼関係の基本である環境
（E）
、社会
（S）
、ガバナンス
（G）に関する取り組みに対し真摯な努力を継続し、すべて
の信頼関係者にとっての価値を高めていきます。
当社グループの全従業員が一体となり、こうした活動を日々積み重ねていくことで、企業としての持続的な成長を図り、企業価値
の最大化をめざしていきます。

すべての「信頼関係者」への価値創造
企業価値は、
さまざまな信頼関係者の期待に応えて、

価値創造

それぞれの人々にとっての価値を高めることで総合的
に向上していくものととらえています。
※「信頼関係者」
本 CSR レポートにおいては、主に「お客様」、
「地域

お客様

社会」、
「お取引先」、
「従業員」、
「株主・投資家」を信頼
関係者とし、情報を開示していますが、信頼関係者の
範囲を限定するものではありません。基本姿勢として、
企業理念や企業行動規範に記載される関係者（金融
機関等）も含む広い概念として捉えており、すべての

株主・
投資家

地域社会

関係者の皆様と向き合っていく考えです。

DYJH
グループ

お取引先

従業員

信頼関係者

CSR を通じた社会的価値向上と経済的価値向上の両立

社会的価値向上

CSR Report 2018
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経済的価値向上

CSR 活動を通じて信頼関係者に向けて価値を創造
し続け、地球環境問題や地域社会が抱える課題解決
の一助となり、持続可能な社会づくりに責任を果た

・ＣＳＲ活動を通じた
価値創造

・事業成長に伴う利益の増加
・キャッシュ・フローの創出

す、そのような企業活動を着実に進めることが、事業

・地球環境問題や地域社
会が抱える課題解決に向
けた取り組み

・資本効率の向上

成長と一体となった企業価値の向上につながりま

・資本政策に基づく還元

す。当社グループは、社会的価値向上と経済的価値向
上を両立することで、継続的な発展をめざします。

地域社会との共生
■「地域になくてはならない存在」
（ 地域のインフラ）になることをめざす
当社グループは、中核事業のパチンコホールの運営を通じて地域にねざした経済活動を行っています。
パチンコホールの運営は、ホールに足を運んでいただくお客様だけでなく、地域住民の皆様、お取引先、従業員といったすべての信頼
関係者に支えられて成り立っています。
信頼関係者の方々に認められ、
「地域になくてはならない存在」
（地域のインフラ）をめざすことが、地域社会とともに発展して
地域のインフラとなるためには、本業を通じて地域の課題と向き合い、地域社会との信頼関係を構築することが不可欠です。そし
て地域の発展とともに事業を成長させ、継続的に企業価値を高める努力を続けることが重要だと考えています。

■ 地域のインフラとなるための具体的なゴールを設定
グループ会社のダイナムはこれまで、
「パチンコを誰もが気軽に楽しめる日常の娯楽に改革する」というビジョンのもと、
「パチン

継続的な企業価値向上と CSR

いくことにつながると考えています。

CSR

その地域の発展なくしては、当社グループの発展はあり得ません。

コをインフラにする」ことをめざして取り組んできました。しかしながらパチンコがインフラになっている状態が明確に定義され
ているわけではなく、具体的な行動指針として落とし込まれたものが存在しませんでした。
そこで、
「パチンコがインフラになるとはどういうことか？」について社内各部署で協議し、これまで暗黙知として明文化されて
いなかった考え方や価値観を項目化し、中長期的な行動指針
「パチンコをインフラに

10 のゴール」
を設定しました。

【パチンコをインフラに 10 のゴール】

1
2
3

店数

客数

10

遊技金額

4

6

サービス

7
パチンコをインフラに

8

のゴール
9

商品構成

5

商品開発
（プライベートブランド）

遊技環境

10

標準化

人材活用

地域共生

リスクと機会のマネジメント
企業は、事業活動を通じて社会に様々な影響を及ぼしています。認知症予防などパチンコの健康効果に着目した取り組みや、
新しいタイプのパチンコホールの提案など、地域社会の課題解決に向けたプラスの影響は長期的な成長のための事業機会と考えて
います。
「依存問題」などマイナスの影響は、成長を脅かす事業リスクと捉えています。こうしたリスクと機会を見極め、適切にマネ
ジメントすることにより、信頼関係者への提供価値を最大化していくことをめざします。

リスク

お客様や地域社会の期待、要請事項と向き合い、
イノベーションを通じて新たな事業機会を創出

社会問題への対応を通じて事業リスクを最小化

信頼関係者への
提供価値を最大化

CSR Report 2018
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CSR

理念体系、推進体制

企業理念の実現に向けて、
全従業員が一体となってCSR活動を推進していきます。

グループ CSR 理念体系
DYJHグループは、
「 信頼と夢を育む百年の挑戦」という企業理念のもと、永続的に成長を達成するという
理想を掲げて、CSR を推進していきます。CSR の推進は、理念の実現そのものと考えています。

企業理念
5つの経営方針
3つの行動規範
企業行動憲章

信頼と夢を育む百年の挑戦
企業は、お客様や地域住民に奉仕・貢献するとともに、従業員、株主、金融機関、取引先等の関係者と
の間で、常に果たすべき役割を担っていかなくては存続できません。
この企業理念は、信頼で結ばれた人々や組織が、夢の実現に向けてエネルギーを結集し、永続的
に成長を達 成 す る と い う 理 想 の 循 環 を 創 り 出 す た め に、絶 え 間 な く 挑 み 続 け る 精 神 を 表 現 し
ています。企業理念に謳われている百年とは、長い年月、悠久を意味し、未来を指しています。
DYJHグループは、未来に向け恒久的に信頼と夢を育んでいくことを、ここに宣言します。

5つの経営方針

3つの行動規範

● 顧客第一主義

● 人材育成

1. 法令・ルールを遵守し人に敬意をもって接します

● 情報開示

● 社会貢献

2. 積極的な言動に努めチームワークを大切にします

● チェーンストア経営

3. 実態を現場で確認し数値で表現します

企業行動憲章
企業の存在理由は、株主、経営者、従業員、取引先、金融機関、そしてお客様といった関係者の将
来に向けた期待に常に応えながら継続して成長し、より強く大きな企業となって社会に貢献すること
にあります。DYJH グループでは、これらの関係者を信頼関係者と呼んで、企業活動を通じて強い
信頼関係を築き、将来に向けてより大きな夢を抱けるように努力しています。
信頼はほんの些細な一瞬の気の緩みでも失われてしまうほど繊細なものです。DYJH グループ
CSR Report 2018
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では、信頼を損なうことなく企業活動を継続していけるよう、内部統制に業務改善の仕組みを取
り入れ、常に不祥事や法令等違反の因子を明確にし、それを排除していきます。現場従業員に至るま
ですべての従業員がその目的を理解し業務改善に取り組み、その活動はエンドレスに継続していき
ます。これにより、より大きな業績を達成し、いっそうの社会貢献ができるものと確信しています。

CSR

CSR に関する考え方

1.

お客様への対応

2.

コミュニティ

3.

組織統治

常にお客様の視点に立った商品・サービスを提供し、お客様を最優先に考え実践
していきます。
地域社会との連携と協調を図り、地域社会の発展に貢献します。

理念体系、推進体制

地域社会の発展に貢献します。

社会的な問題へ挑戦し、地域・社会に必要とされる企業になることをめざします。
組織として正確な情報収集・記録に努めるとともに、情報を開示し透明で公正な
経営を実行していきます。
雇用や処遇に際して、基本的人権を尊重し、国籍や性別、信仰や思想、身体的

4.

特徴など、各人の能力や意欲と何ら関係の無い事項に基づく差別は行いません。

人権

また評価にあたっては、従業員一人ひとりの能力・意欲・個性、遵法意識や業績へ
の貢献などを総合的に評価します。
人を育て人のエネルギーを結集していきます。また、企業活動の持続的な発展

5.

労働慣行

のため、その構成員である従業員が安心して健康的に働くことができるよう、
法令に則り、適正な労働環境の維持・改善に努めます。

6.

環境

環境問題に積極的に取り組み、
「地域社会との共生」を図ります。
現在または将来にわたりお取引先とともに経済的に発展していくことができ

7.

公正な事業慣行

るよう、法的・社会的・倫理的に健全かつ良好で対等な関係をお取引先と築いて
いきます。

「CSRに関する考え方」では、CSR活動を実践する上で私たちがとるべき指針をまとめています。

グループ CSR 推進体制
CSRの基本方針に従い、最高経営意思決定機関である取締役会のリーダーシップのもと、DYJHグループ全体の
CSR活動を、全従業員が一体となって推進しています。また、信頼関係者とともに社会の持続可能な発展に貢献
するため、当社のCSR主管部門を中心とした会議体においてCSR活動の審議・検討を行っています。

当 社

グループ各社
各関連部門

取締役会

CSR主管部門
（会議体運営）

各関連部門

CSR Report 2018
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CSR

ステークホルダー・エンゲージメント

ステークホルダーを「信頼関係者」と呼び、
情報開示と対話を通じて、信頼で結ばれた関係を築いていきます。
双方向コミュニケーションの取り組み
当社グループでは、お客様、地域社会、お取引先、従業員、株主・投資家といったステークホルダーを
「信頼関係者」と呼び、信頼で結ばれた関係を築くことの大切さを強く認識しています。
経営方針に掲げる情報開示と、それを通じたコミュニケーションについては、
当社が2012年に上場する以前より重要視し取り組んできました。
企業は様々な信頼関係者と関わりながら活動を行っており、それぞれの意見や期待を受け止めることは、
当社グループが継続的に発展していく上で不可欠だと考えるからです。
当社グループでは、適切に情報を開示するとともに、
事業活動が信頼関係者の皆様の要請や期待に応えているかを、
様々な対話の機会を通じて検証し、活動に反映させています。

主な取り組み

対話の方法

■「人」

にフォーカスした営業方針のもと

■ 店 舗での対面接客

で お客様と向き合い、接客や相談窓口を
通じてお客様からいただいたご要望、ご
意見を社内で共有。店舗づくりに活かし
ています。

■ お 客様相談窓口
■ 店 長座談会

お客様

主な取り組み

対話の方法

■ 地 域の一員として地域イベントに協力・

■ 地 域イベントへの参加

参加し、交流を深めています。
■ 地 震災害の被災地支援を継続的に行って
います。
■ フ ィギュアスケートやスカッシュに協
賛し、スポーツ振興を支援しています。

■ 従 業員による各種ボランティア活動

DY J H

■ 被 災地への支援活動
■ ス ポーツ支援

地域社会

信頼関係者との対話ツール
広く信頼関係者の皆様に、事業内容や経営戦略への理解を深めていただけるよう、コミュニケーションツールの継続的な
充実に取り組んでいます。

■ アニュアルレポート

財務情報に加え、戦略や社会・環境
CSR Report 2018
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■ CSR レポート

CSR活動における幅広い取り組み

■ 会社案内

グループの中核事業であるパチンコ

といった非財務情報の両面についてご

を、様々な信頼関係者の皆様に報告し、

ホールの運営を担う
（株）
ダイナムの会

理解いただけるよう編集。中長期的な

対話を図りながら長期にわたり企業価

社案内。
「信頼と夢を育む百年の挑戦」

企業価値に関する包括的な情報を提供

値を高めていくことを目的とし発行し

の企業理念に基づき、
「経営力」
「事業展

しています。

ています。

開力」
「人材育成力」
「社会貢献力」を切
り口に企業を紹介しています。

CSR

主な取り組み

■ 取 引案件ごとのミーティング

■ Ｐ Ｂ機や一般景品の共同開発を通じて、お取

■ 共 同開発に関するミーティング
   
（PB機、一般景品）

お取引先

■ 定 期的な情報交換会

引先とのパートナーシップを強化。お取引先と
ともに店舗の遊技空間としての価値を高め、バ
リューチェーンを進化させています。

■ 取 引先説明会

対話の方法

主な取り組み

■ イ ントラネット、社内報

■働
 きやすい職場環境整備のた

■ 各 種研修・従業員向け説明会

め、労使協議やアンケ ー トを通
じて従業員の要望をくみ取り、
改善を検討しています。
■ 子 育て支援、女性活躍支援に注
力し、法令以上の制度整備と実
践を推進しています。

■ 個 人面談、自己申告

グループ

■ 労 使協議会
（ユニオン）

従業員

■ 健 康相談窓口
■ 各 職場でのミーティング
■ 従 業員アンケート

株主
投資家

対話の方法

主な取り組み

■ 株 主総会

■ 決算説明会や個別のIRミーティングにおいて経

■ 決 算説明会

営方針・戦略を丁寧に説明。質疑応答を通じて十
分にご理解いただくよう努めています。
■ 当社の強み・優位性についての理解を深めていた
だくため、見学会や体験会を開催し、営業現場
を紹介しています。

■ I Rミーティング
■ 店 舗見学会、体験会
■ ア ンケート

ステークホルダー・エンゲージメント

対話の方法

※「信頼関係者」
本CSRレポートにおいては、主に「お客様」、
「地域社会」、
「お取引先」、
「従業員」、
「株主・投資家」を信頼関係者とし、情報を開示していますが、
信頼関係者の範囲を限定するものではありません。基本姿勢として、企業理念や企業行動規範に記載される関係者（金融機関等）も含む広い
概念として捉えており、すべての関係者の皆様と向き合っていく考えです。

■ 小冊子（ダイナムグループ通信）

地権者様や地域の皆様を想定読者と

■ 社内報

従業員に向けて発信する社内情報誌。全

■ ウェブサイト

当社グループの総合ウェブサイトで

社方針、社内活動、優れた事例の共有、

す。上場企業としての法定開示情報をは

さつ、地域を紹介した特集記事、
社会貢

社員間のコミュニケーション促進などが

じめ、アニュアルレポートやCSR レポート

献活動報告、決算情報などを紹介して

目的です。多くの社員を巻き込みロイヤ

を補完する情報について、総合的に提供し

います。

リティを高める企画などで、従業員の

ています。

一体感を醸成しています。

CSR Report 2018
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CSR

CSR のテーマ設定

信頼関係者の視点を踏まえ、
国際ガイドラインや国際的な目標を参照し、
重要テーマと取り組みを明確化。
様々な信頼関係者の視点を踏まえ、当社グループの継続的な発展のために重要と考えられるテーマをセグメントしました。
国際ガイドラインや国際的な目標を参照し、Ｅ（環境）、Ｓ（社会）
、Ｇ
（ガバナンス）
の各カテゴリーにおいて、活動の方向性や具体的
な取り組み内容を記載しています。また、グループ企業における「地域のインフラ」をめざす取り組みや現場における実際の CSR
活動と整合させています。

CSR 重要テーマの設定とその検討プロセス
国際ガイドラインや国際的な目標の参照
当社グループでは、香港証券取引所の定める ESG 情報開示に関するガイドラインや CSR に関する国際ガイドラインにおける開示
要請の内容や分類項目を広く参照し、CSR カテゴリーを洗い出しました。

■ 参照ガイドライン
「Appendix 27」
香港証券取引所上場規則附属書類27（「Appendix 27」
）
。ESG情報の開示について定めたガイドライン。
「GRI（G4)」
サステナビリティに関する国際基準の策定を使命とする非営利団体GRI（Global Reporting Initiative）が定めたESG情報の開示に
係る国際ガイドライン。
「ISO26000」
ISO（国際標準化機構）が発行した「社会的責任に関する手引き」
（Guidance for social responsibility）
。

■ 国際的な目標
2015 年に国連において SDGs（ Sustainable Development Goals: 持続可能な開発
目標 ）、そして COP21 において「パリ協定 」が採択されるなど、社会的課題に関する
国際的な新目標が設定される動きが顕著に見受けられます。これら世界の潮流は、当社
グループが CSR を考える際に認識しておくべき万国共通の社会的要請であると考え、
当社グループが取り組む CSR の重要テーマの検討プロセスにおいて、その分類項目や
要請事項を参照しています。

マテリアリティ（CSR の重要テーマ）の特定
当社グループでは、お客様、地域社会、お取引先、
信頼関係者への影響

社会的価値の向上

CSR Report 2018
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マテリアリティ

（CSR取り組みにおける重要課題）

従業員といったすべての信頼関係者に対する取り
組みを通じた「社会的価値の向上」と、営利企業と
しての「経済的価値の向上」を両立させることが、
継続的に発展していく上で不可欠であると認識し
ています。
そこで、
「信頼関係者の評価や意思決定への影響」
と「当社グループの事業への影響」という ２つの影響

当社グループの事業への影響
経済的価値の向上

（インパクト）を ２軸で捉え、CSR のテーマを選別
し ま し た。２軸 の 影 響 度 が と も に 高 い テ ーマ を
CSR の重要テーマとして特定しました。

CSR 重要テーマと取り組み

E
Environment

重要テーマ

環境

● 気候変動と

● エネルギー消費の適正管理

循環型社会

● 循環型社会の実現へ向けた

● 地域環境への

配慮

環境

取り組みの方向性

廃棄物の適切な処理

「パチンコを
インフラに
10のゴール」

国際社会のゴール
国連SDGs

CSR のテーマ設定

CSRカテゴリー

CSR

DYJHグループのCSR活動との関連性
ダイナムが設定した
ゴール

10 地域共生

● 地域の住環境への配慮

1 店数
2 客数
3 遊技金額
● お客様満足の

向上

お客様

● 楽しく安全な

●「パチンコを日常の娯楽にする」

こと

への挑戦

遊技空間の提供

4 商品構成
5 商品開発
6 サービス
7 遊技環境
8 標準化

S

地域社会

Social

● 地域社会との

共生

● 本業を通じた社会貢献
● 地域のインフラとして

10 地域共生

社会
● サプライチェーン

お取引先

マネジメント
● バリューチェーン

の進化

● ダイバーシティと

人材育成

従業員

● 働きやすい

職場環境

● 情報開示と

株主・投資家

経営の透明性
● 株主還元

Governance

ガバナンス

コーポレート・
ガバナンス

の実践
● お 取引先とのパートナーシップ

5 商品開発

による価値創造
● 多様な人材が活躍できる企業風土

づくりの推進
● 人材育成を通じた人材力の強化

9 人材活用

● 働きやすい職場環境づくり

● 情 報開示を通じた透明性の高い

コミュニケーションの推進
● 株 主還元を通じて株主の皆様の

期待に応える

適切な経営意思決定による継続的な企業価値の向上
別紙「Annual Report 2018」コーポレート・ガバナンス報告書を参照

内部統制、リスクマネジメント、コンプライアンス

世界が抱える課題を解決するために国連で採択されたSDGsに掲げられた17の目標の多くは、DYJHグループの継続的な発展に向けたCSRの取り組みと重なります。
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● サプライヤーチェーンマネジメント
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Environment
環 境
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E

CSR

Environment

環境

環境

地球環境問題は、人類共通の課題であるとの認識のもと、
本業を通じた環境保全に取り組み、環境負荷の低減をめざします。
2015年にパリでＣＯＰ２１が開催され、地球温暖化に対する国際的な目標が定められました。
気候変動やエネルギー消費、汚染などの地球環境問題は、経済活動が負荷要因となって進展しています。
社会は、地球環境が今後も存続することを前提として成り立っています。

環境

通じた環境保全に取り組み、環境負荷の低減をめざします。

CSR

環境に対する企業責任を果たすことは、当社グループの継続的な発展に不可欠であるという考えに立ち、本業を

環境

当社グループの事業と環境との関わり
当社グループでは、主として中核事業であるパチンコホールの運営を通じて、地球環境に影響を与えています。当社グループ
が認識する環境影響と環境マネジメントの全体像は下記に記載の通りです。

環境影響
Input

環境マネジメント
（主な取り組み）

活動主体

Output

エネルギー消費

温室効果ガスの排出

購入電力
● ガソリン
（社有車）

●

●

オフィス
（本社・本部）

水資源
●

上水使用

●

●

事務用紙
お客様向けのチラシ、
パンフレットなど

節水対策
●

●

店

舗

●

資源ごみ

産業廃棄物

遊技台、周辺設備

●
●

建築資材
●

●

節水バルブの設置
節水型トイレの設置

グリーンITの推進

排水

オフィス廃棄物

購入機械
●

省電力対応
エコカー利用
● モーダルシフト
●

●

水資源

紙資源
●

電力使用換算
（Scope2）
● 社有車の走行距離換算
（Scope1）

エネルギー消費の適正管理

遊技台（リサイクル）
使用済み情報通信機器

社内文書のペーパーレス化

廃棄物を出さない仕組み
遊技台（中古機）の有効利用
（二次利用、三次利用）
● 木造店舗
●

廃棄物の適切な処理
遊技台リサイクル
使用済み情報通信機器の適切な廃棄
（外部委託）に係る証明書取得

●

店舗建屋

●

■ 環境に関する情報開示について
店舗を中心とした電力使用による間接的温室効果ガスの排出（Scope2）
を環境に関する数値情報として認識し、電力消費量とCO 2
換算値を開示することといたします。

総電力使用量 ※1

CO 2排出量 ※2
2018年3月期

345
百万kWh

エネルギー原単位 ※3
2018年3月期

201
千t-CO2

2018年3月期

0.13
kl/m2

上記の数値は、日本の経済産業省に報告する際の集計方法に従い算出されています。 ※1、2、3： 国内グループ会社の実績をもとに算出

CSR Report 2018

19

CSR

E

Environment

環境

環境

取り組みの方向性

エネルギー消費の適正管理
環境保全の重要性を認識し、持続可能な社会の実現に少しでも貢献していきたいと考え、全国450ヵ所に展開する
パチンコホールや本社を含むすべての拠点で、エネルギー消費の適正管理をかねてより行っています。

店舗施設・設備の省電力対応
■ 照明設備・空調設備の省電力化
当社グループの450店舗のうち、ほぼ全店に相当する449店舗において、店内にLED
照明を導入しています。空調設備についても98.0％に相当する441店舗において省電力型
の空調システムを導入し、エネルギー消費の適正管理に努めています。

LED照明導入
店舗比率※4

99.8

%

空調制御装置
導入店舗比率※5

98.0

%

2018年3月末時点
※4、5： ホール運営子会社3社の集計値をもとに算出

節電ガイドラインの策定と実践
店舗設備を管理する専門部署が「節電ガイドライン」を策定し、電力消費量の目標値設
定とその進捗管理を実施。エネルギーマネジメントシステムの自動制御も活用し、電力
消費量の効率的、効果的なマネジメントを実現しています。また、あらゆる設備機器の
操作手順を細かく規定し、従業員の節電意識を高めています。

従業員の節電意識の向上に向けた取り組み
従業員執務室においては、主要な電力消費につながる室内照明や空調設備に関して、設定温度や未使用時のOFFの徹底など
節電を促す取り組みを定着させています。また、グリーンITの推進を通じて、従業員の一人ひとりにさらなる節電意識を定着
していきます。

グリーン IT の推進
当 社 グ ル ー プ の 各 店 舗 の 従 業 員 ス ペ ー ス や 本 社 部 門 の 執 務 室 に お い て 、多 く の 情 報 通 信 機 器 が 使 用 さ れ て い ま す 。
情報通信機器の活用を、業務効率化と省電力化を通じた環境保全に役立てると同時に、エネルギー消費を適切にマネジメント
しながら、低炭素社会の実現をめざしています。

■ Web 会議の推進
遠隔地に勤務する従業員が会議を開催する場合、インターネットによるＴＶ会議システムの活用を推進し、交通手段の使用頻度
を必要最小限に留める取り組みを行っています。

■ 社内文書のペーパーレス・電子化の推進
社内文書のペーパーレス・電子化を推進することで、オフィス用紙の使用量を抑制するとともに、コピー・印刷機の稼働に
伴う電力消費を抑制する取り組みを行っています。また、電子化による Ｗｅｂ会議の効率運用につなげています。

■ 自社内におけるサーバーの稼働抑制
DAAS（Desktop as a Service）と呼ばれるクラウドサービスを活用した省電力対応を進めています。使用するソフトウェア
をネットワーク越しに利用できる機能の導入により、サーバーの稼働を抑制し電力消費量の削減を推進しています。
CSR Report 2018
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■ 外部との連携による使用済み情報通信機器の適切な廃棄
情報通信機器の廃棄を外部委託する際に、適切な廃棄が行われたことを証明する「 C O 2 削 減 証 明 書 」
「 リユース・リサイクル
証明書」
「 資 源 消 費 量 削 減 結 果 証 明 書 」などを委託先ベンダーより取得し、廃棄処理を見える化を実践しています。

取り組みの方向性

循環型社会の実現へ向けた廃棄物の適切な処理
「循環型社会」
の実現に貢献できるよう、廃棄物の発生を最小限に抑える取り組みや、適正な廃棄物の処理を行うことで、
天然資源の消費を抑制し、環境への負荷をできる限り減らす努力を続けています。
CSR
環境

木造による店舗建屋
います。木造店舗は、一般的な鉄骨づくりに比べ資源調達時から

環境

（株）ダイナムでは、1994 年より木造による店舗建屋を導入して

木造建屋導入店舗※5
2018年3月末時点

建設時までの CO 2 排出量が少ないという利点があるうえ、解体時
にも産業廃棄物を削減できます。木のぬくもりを活かした外観は、
2018 年 3 月 31 日現在、当社グループの全店舗の 81.1％にあたる
365 店舗において木造建屋が導入されています。

81.1
365

%

店舗

景観との調和をめざす当社グループの意識の象徴でもあります。

使用済み遊技台の適切な廃棄

※6： ホール運営子会社3社
の集計値をもとに算出

使用済み遊技台を廃棄する場合、産業廃棄物として取り扱われ、日本法に定められた所定の手続きを経た廃棄処理が義務付けら
れています。当社グループでは、廃棄物を遵法処理するための社内ルールを設け、
遊技台が適正に処分される仕組みを構築しており、
部品や素材・原料として活用できるものは一般社団法人遊技機リサイクル協会を通じて再利用されています。遊技台を廃棄物
として直接廃棄することは稀なケースです。

廃棄物を生み出さない仕組みの構築
廃棄物を抑制するだけでなく、廃棄物そのものを生み出さない仕組みの構築に取り組んでいます。例えば、店舗における設
備更新時に要件定義書を取り交わしますが、その際に、店舗設備の搬入時において搬送用段ボールは極力使用せず、通い箱を使用
するよう規定し、取引先との連携を通じて環境保全につなげています。

物流機能の効率活用による環境負荷低減
グループ店舗間で遊技台を再利用
当社グループでは、全国16ヵ所に各々 20 ～ 30店舗をカバーする物流センター（DC）を設置
しています。物流センターを通じて店舗間で遊技台を融通し合い再利用することで、機械費
（遊技機の購入に関するコスト）を抑制するだけでなく、産業廃棄物を極力生み出さない仕組
みの構築につなげています。

遊技台輸送のモーダルシフトにより CO 2 排出量を軽減
グル ー プ会社のダイナムでは、将来的な遊技台流通の拡大を視野に入れ、物流センタ ー
間の遊技台輸送をトラック輸送から鉄道コンテナ輸送へモーダルシフトを開始しました。
鉄道コンテナ輸送は、正確で安定した輸送を実現できると共に、CO2排出量も軽減されるため、
環境に配慮した輸送方法とも言えます。今後、物流センター間の長距離大量輸送においては、
積極的に鉄道輸送へのモーダルシフトを行い、サステナブル社会の実現に向けて環境負荷の
CSR Report 2018
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取り組みの方向性

地域の住環境への配慮
地域社会の一員として、法令順守はもちろんのこと、店舗の出店地域の周辺住民の住環境に配慮した取り組みを
行っています。

低騒音の遊技環境の整備
お客様へ快適な遊技空間を提供するために、店舗内の騒音（大音量、不快な音）を低減する環境整備に取り組んでいます。
吸音材や遮音壁を設置することなどを通じて、一定の音量に抑制することを目標とした設備の更新を各店舗で順次進めて
います。さらに空調室外機や排気装置への遮音対策を施し、周辺住民の住環境に配慮しています。

法令の遵守と第三者機関を通じたモニタリング
■ 環境に関連する法令の遵守
当社グループでは、日本国内で施行された環境関連の法規および条例を遵守して企業活動を行っています。大気汚染、温室
効果ガスの排出、水質・土壌汚染、有害・非有害廃棄物の発生などに関し、法令違反はありません。

■ 第三者機関を通じたモニタリング
（株）ダイナムは、一般社団法人パチンコ・トラスティ・ボード（PTB）※による評価と格付けを毎年取得し、第三者機関を通じて、
パチンコホール運営企業としての法令遵守の状況や内部管理体制をモニタリングしています。PTBは、パチンコホール経営企業
の社会的地位向上をめざす、業界外の有識者・専門家による第三者で構成される組織です。2005年の設立以来、社会に信頼と
安心を提供できるパチンコホール経営の確立を目的として調査を行っています。PTBの評価基準は10分類97項目で構成され、
環境保全に関する評価としては、下記の２分類、５項目があります。
※ パ チンコホール経営企業の社会的地位向上をめざす、業界外の有識者・専門家による第三者で構成する組織。社会に信頼と安心を提供できるパチンコホールの経営を仕組みとして確立す
ることを目的とする。

［社会的要請］
・地域社会への配慮①（ネオン、看板等）
・地域社会への配慮②（騒音）
・地域社会への配慮③（駐車・駐輪）
［その他主要法令］
・廃棄物に関する対応方法
・環境・省エネ対策
2017年においては、
（ 株 ）ダイナムはこの5項目を含む2分類に
お い て 最 高 ク ラ ス の 格 付 け を 取 得 し て お り、経 営 管 理 の 仕組み
が、上場会社において模範となるレベルに達しているとの評価を
いただいています。
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Social
社 会

● お客様
● 地域社会
● お取引先
● 従業員
● 株主・投資家
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お客様

誰もが楽しく、快適に、安心・安全に。
「パチンコ＝日常の娯楽」という価値を創造するために。
当社グループでは「顧客第一主義」の経営方針のもと、お客様視点に立った商
品・サ ー ビスを提供し、お客様を最優先に考え行動しています。パチンコホ ー
ル運営においても、遊技台のご利用や様々なサービスを通じて「楽しい」
「 居心
地が良い 」と感じていただける取り組みの実践が、お客様にと っ ての経験的価
値となり、地道に継続することで長期的な価値創造につながると認識していま
す。地域のインフラとして、誰もが楽しく快適に楽しめる“日常の娯楽”を提供
することをめざし、お客様にとっての価値を創造していきます。

取り組みの方向性

「パチンコを“日常の娯楽”にする」ことへの挑戦
理想とするパチンコホールの姿は、多額の費用をかけず楽しめ、魅力ある遊技機が揃い、従業員教育が行き届いた
居心地の良い店舗です。パチンコをする時間そのものを楽しめる―「パチンコ＝日常の娯楽」へと変えていくことは、
将来にわたり事業を継続していくために重要と考えています。私たちは「人」にフォーカスをテーマにした CS 活動、
従業員教育、遊技空間の改善・向上、そして安心・安全に遊技していただける環境づくりなどに取り組んでいます。

「人」

にフォーカスした営業
店舗においては、
「人」にフォーカスした数多くの行動を起こす取り組みを日々実践しています。価値創造の起点＝お客様が望む
「価格、品質、居心地の良さ」を全従業員が常に考え、価値創造の主体＝営業現場が実行に移します。成果につながる優れた取り組み
については情報を共有し、別の店舗でも実践し、グループ全体としての価値創造につなげています。

■ お客様第一主義の基本に立ち返り、
お客様が望む「価格、品質、居心地の良さ」を追求
日々の業務を通じて得た「気づき」
「 アイデア」をもとに、常にお客様第一主義の原点
を忘れず「価格、品質、居心地の良さ」について従業員一人ひとりが考え、望ましい接客
やサービスを考案し、議論し、実行しています。改善項目は各店舗できめ細かく設定し、
体系化し、PDCAを回すことでマネジメントしています。

■ 営業現場と本部が一体となった取り組み

CSR Report 2018

関連法規の遵守
当社グループでは、提供するサービスにかかわる健康、安全、広告、ラベリング、プライバシーに関し、日本国内における関連
法規を遵守しています。

24

部

しています。

店舗の取り組みを
サポート。
各店舗の好事例を取
りまとめ、全社的な
波及を促進。
グループ全体の業務
改 善、生 産 性 向 上、
イノベーションを促進。

本

の開催、講演会開催、キャンペーン開催などの施策で、店舗と連携し、営業現場を支援

舗

実施しています。例えば、社内イントラネットを活用した成功事例の共有やコンクール

お客様の声
や気づきを
も と に、業
務内容や遊
技空間の改
善を実行。

店

本部においても、効果的な現場支援を推進し、営業現場と一体となって様々な取り組みを

お客様

「人にフ ォ ー カス 」した営業は、営業現場だけで完結されるものではありません。

お客様満足（CS）向上に向けた取り組み
■ 接客教育
日々の業務を客観的に見つめ直し、
「 人にフォーカス」した接客の質をさらに高め
るために、外部の専門家や経験豊富で一定の資格を有する従業員による接客教育を
実施しています。知識の習得だけでなく、学習した内容を営業現場で実践することを
重視し OJTと連動させた教育を行っています。
CSR

■ カスタマーサービスデスク

デスク 」を設置し、電話、手紙、電子メ ー ルなどを通じて広くご意見・ご要望をお聞
きし、お客様満足の向上に役立てています。

お客様

接客を通じて従業員が直接お話しをお伺いするのみならず、
「 カスタマ ー サ ー ビス

社会

お客様起点のサービス向上を目指すうえで、お客様の声は大切です。各店舗での

顧客視点に立った遊技機の開発
（株）ダイナムでは、パチンコを「誰もが気軽に楽しめる“日常の娯楽”」として提供することを目的に、2006年よりメー
カー企業と協同でＰＢ機の開発を進めています。

プライべートブランド（PB）パチンコ機の新ブランド『ごらく』を発表
2018年1月、ダイナム本社にて都内店舗の会員様および、プレス関係者を
招待した新ブランド発表会を開催し、プライべートブランド（PB）パチンコ
機の新ブランド『ごらく』を発表しました。店舗のお客様にＰＢ機につい
て知っていただくことはもちろんのこと、お客様の「生の声」を今後の製
品開発に活かしていくことを目的にイベントを実施しました。今後も、お
客様に最も近いホール企業として、遊技機データを活かし、顧客視点に
立った製品を開発し提供していきます。

■ グループ企業間の人事交流を通じたシナジー効果
（株 ）ダイナムと（株 ）夢コ ー ポレ ー シ ョ ンとの間で、お互いの営業店舗に従業員を派遣する人事交流を実施しています。
各 企 業 が 長 年 培 っ てきた接客や業務ノウハウの良い点を持ち寄り、両社がシナジ ー 効果を高め、より質の高いサ ー ビスを
お客様に提供できるよう取り組んでいます。

■「人にフォーカス」

報告会の開催
「人」にフォーカスした全国の取り組みの中から、優れた事例について発表・共有する
ための報告会を定期的に開催しています。事例は多岐にわたり、女性視点を採り入れ
た施策、お客様を巻き込んだプロモーション、景品を通じたお客様との絆づくりなど、
新たな価値創造に向けた発見や気づきを得られる機会となっています。

当社グル ー プには、お客様獲得、お客様との会話（対話 ）、

として、他社が容易に真似ることのできない、当社グループ
特有のコアコンピタンスとな っ ています。パチンコそのも

が多彩に蓄積されています。多くの従業員の知恵と工夫、そ

のの価値にプラスされる、
「 人＝従業員」が生み出す価値とし

れを共有し実践できる仕組みを持つことは、当社グループに

て確実に積み重なっていくものであり、当社グループが継続

とっての「強み」です。これは、当社グループが長年築き上げ

的に発展していく上での成長の源泉となっています。

てきた企業文化に根差した仕組みであり、目に見えない資本
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お客様

低貸玉営業の推進
日常の娯楽をめざす取り組みの柱の一つが低貸玉営業の推進です。低貸玉営業とは、貸玉を1円、貸メダルを5円などとすること
で利用者の遊技金額を抑え、過度な負担を強いることなく楽しんでいただけるようにするもので、他社に先駆けて推進しています。
低貸玉機
導入店舗比率※1

99.3%

低貸玉
営業店舗の比率※2

2018年3月末

60%

低貸玉機
設置台数比率※3

71.1%

2018年3月末

2018年3月末

※1,2,3： ホール運営子会社３社の集計値をもとに算出

2017年12月末現在、低貸玉機（パチンコ）の台数比率は全国平均で47.2％でした。
一方、当社グループは2018年3月末時点で71.1％まで普及させています。

店舗における遊技空間の改善・向上
ご来店くださったお客様にとって、店舗が楽しく居心地の良い空間と感じてもらえるように、
「 ソフト」と「ハード」の両面に
おいて改善・向上を行い、遊技空間としての価値を高めていきます。

【主な実施事例】
店舗施設のユニバーサルデザイン化
お客様の身体的ストレス低減

憩いの空間の提供
一般景品の品揃え充実
空気浄化システムによるクリーン環境

分煙環境の整備

高齢者やお身体の不自由な方のために全店舗でユニバーサルデザインを推進。
バリアフリートイレ、車いすのまま利用可能な着脱式の椅子などを設置。
店舗の音環境改善に向けて、防音材を使用。また、風よけパネルや肘掛けを
設置するなど、きめ細かい改善を継続することで快適な環境を実現。
レストスペースを用意するほか、漫画・雑誌、地域情報を掲示するコーナーも
設置。地域コミュニティのふれあいの場、憩いの場としての環境をご提供。
コンビニ並みの豊富な景品を揃えており、さらに、カタログから好きな景品を
選べるようなサービスも展開。季節イベントに合わせ様々な景品も企画。
店舗内におけるウイルスや細菌を99％無力化する空気浄化システムを設置。
お客様がクリーンな空気でお楽しみいただける店内空間を整備。
安心・安全な環境で遊技していただくことをめざし分煙環境を整備。遊技台間
に分煙ボードを設置。店内各所に集塵機を設置。全席禁煙店舗を24店舗展開。

新しいパチンコホールへの挑戦
「健康」
や「安心」
といった地域社会の期待に応えられるよう、
「ダイナム信頼の森」
などを通じた新しい価値提供により、
これからの地域社会で必要とされる新しいパチンコホールの姿を模索していきます。

全席禁煙、完全分煙店舗として26店舗を展開
当社グループは「ダイナム信頼の森」24店舗、
「ダイナムゆったり館」2店舗の
計26店舗を全席禁煙の完全分煙店舗として展開しており、受動喫煙対策を積
極的に推進しております。
「ダイナム信頼の森」
はパチンコの概念を変える店舗として2009年に初出店。
「１円パチンコ・５円スロット」中心の「気軽さ」、100種類以上の機種、豊富な景
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品から選べる「楽しさ」を提供。店内の空気環境に徹底的にこだわり、細菌を
99％無力化する空気浄化システムも設置しています。

全席禁煙、完全分煙店舗
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店舗

安心・安全に遊技していただくための仕組みづくり
パチンコを誰もが気軽に楽しめる“日常の娯楽”にするために、お客様が常に安心・安全に遊技していただくための環境を整え、
その仕組みを進化させていきたいと考えています。

「依存問題」への取り組み
CSR

依存問題に対応する社内体制

社会

当社グループでは、グループ会社の経営トップを筆頭に依存問題対策検討会
を定期的に開催し、依存問題に関する知識の習得や、店舗における対策のため

お客様

の協議を行っています。また、この検討会には、アドバイザーとしてリカバリー
サポートネットワーク ※ の西村代表理事を招聘し、専門的な見地からの意見を
得ることで、実効的な体制を敷いております。
※「認定特定非営利活動法人ぱちんこ依存問題相談機関リカバリーサポート・ネットワーク」

では、問題の深刻化
を防ぐための無料電話相談や回復支援サービスを行っています。当社グループでは、一般社団法人信頼の森を
通じて支援協力を行っており、当該問題への対処解決方法の模索や、活動支援に取り組んでいます。

ガイドラインに基づくお客様への働きかけ
業界団体である「パチンコ・パチスロ産業21世紀会」より依存問題に対応するためのガイドライン
が提示されています。当社グループでは、当該ガイドラインに基づく施策を漏れなく実施し、過度
なのめり込みを予防するための下記のようなお客様への注意喚起と社内外に向けての周知活動を
行っています。
①営 業 CM 、折込チラシ、DM 、配布用テ ィ ッ シ ュ への共通標語「パチンコ・パチスロは適度に楽しむ遊びです。
のめり込みに注意しましょう。」を記載し注意喚起。
②リカバリーサポート・ネットワークの連絡先を告知するポスターやステッカーの掲示。
③自己申告プログラムの導入。
告知ポスター

④安心パチンコ・パチスロアドバイザーの設置。

教育体制および啓発活動
外部専門家を招いての講演会や勉強会を定期的に開催し、全従業員が「依存問題」を正しく理解し、最重要課題として
適切な対処ができるよう社内教育に取り組んでいます。

業界団体をあげての取り組み
当社グループが加盟する「一般社団法人パチンコ・チェーンストア協会」
、
「一般社団法人パチンコ・トラスティ・ボード」
で開催される勉強会、研究部会の中でも「依存問題」解決への対応に取り組んでいます。

■ 車内放置対策

■ 大規模災害時の避難誘導

■ 救急対応（ＡＥＤの設置）

当社グループは、車内放置を発生させ

2011年3月に発生した東日本大震災

「ダイナム」ではすべての店 舗にAED

ない管理体制を構築し、駐車場の巡回

を 踏 ま え、大 規 模 災 害 時 の 避 難 誘 導

を設置。また、発見から救急搬送まで

をしているほか、ポスタ ー やのぼり、

ガイドを作成、定期的に避難誘導訓練

をシミュレーションした訓練も実施し

店内放送などで注意を促しています。

を実施しています。

ています。

2018年３月期においても、社内放置事故
の発生件数は引き続きゼロ件でした。
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地域のインフラとして寄り添いながら、
本業を通じて、地域のみなさまとの共生をめざします。
パチンコホ ー ル運営事業を通じた企業姿勢を象徴する言葉として、
「 街と生きるパチンコ 」を標榜しています。
街の発展なくしては、当社グループの発展は実現しないと考えるからです。当社グループは、地域のインフラとして
パチンコを誰もが安心して楽しめる「日常の娯楽」となるよう改革し、街に「憩いの場」を提供できるよう様々な取り
組みを行ってきました。
地域のインフラとして寄り添い、本業を通じた社会貢献を通じて、地域のみなさまとの共生をめざします。

取り組みの方向性

本業を通じた社会貢献
中核事業であるパチンコホールの運営を通じて、
「日常の娯楽」としての社会的な価値の提供や、地域雇用を創出す
るなど、地域に合った貢献のかたちを創造しています。

地域に必要とされる日常の娯楽として
当社グループは、中核事業のパチンコホールの運営を通じて地域に必要とされる日常の娯楽を提供するとともに、本業を通じて、
雇用促進、高齢化対策などといった地域課題の解決をめざしています。

■ 均衡のとれた地域の発展
日本の娯楽産業を地域別の分布で見ると、地域間の人口構成や経済格差などから、娯楽施設は大都市圏に数が集中する傾向
にあります。大都市圏と比べて娯楽施設が限定される地方において、
「 日常の娯楽」としてのパチンコホールの役割は大きい
と考えられます。当社グループはチェーンストア経営の一環としてサバーバン戦略をとっており、日本国内の特定の地域に
偏らない出店を実現しています。

■ 高齢者の自律支援に配慮した取り組み
日本国内の各地域で高齢化が急速に進展していくなか、パチンコホールの運営業者として高齢者福祉の観点から地域社会
の要請に応えるための取り組みを始めています。当社グループはパチンコを通じて高齢者の方々の生き生きとした人生を
サポートしていきたいと考えています。

高齢者施設におけるパチンコ体験会の開催
ダイナムでは、社会貢献活動の⼀環として、2016年から「トレパチ！」を使
⽤したパチンコ体験会を実施しています。パチンコ体験会に⽤いられる遊
技機「トレパチ！」は福祉利⽤向けに豊丸産業株式会社が開発した専⽤機です。
パチンコによる認知症予防の効果が認められつつあり、⽟を⽬で追ったり⾳楽
を聴いたり、楽しみながらトレーニングを⾏うことができます。
「トレパチ！」
の⼀連のゲームには、リハビリ効果を促進する「やる気」
や
「楽しさ」
が期待でき、
各領域の鍛錬に集中しやすい配慮などが盛り込まれています。開催した施設
の利用者やスタッフの方からは好評の声をいただいています。
今後もパチンコを通じた娯楽を提供し地域社会に貢献できるよう、店舗の周
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辺地域の介護施設においてパチンコ体験会を開催していきます。

地域における雇用促進
当社グループはチェーンストア経営の一環としてサバーバン戦略をとっており、日本国内の特定の地域に偏らない出店を実現し
ています。
出店を通じ広く雇用の機会を提供し、少しでも地域の人々の安定した生活に貢献することは、当社グループが果たすべき大切な
役割だと考えています。

日本国内の特定の地域に偏らない出店を通じて、各地域における雇用創出に貢献しています。

地域社会

当社グループでは、店舗の従業員を勤務地限定社員として雇用する制度を設けています。出店地域で雇用された従業員が
自宅から通勤し、その後も転居を伴う異動もなく働き続けることを可能にする制度で、地域に根差した雇用を実現しています。

社会

■ 勤務地限定社員

CSR

■ 地域雇用への貢献

■ 高齢者の雇用延長
高齢者の方々が社会参加を通じて生き生きと暮らせる地域社会をめざし、2016年8月、クルー社員の雇用年齢を65歳から
70歳までに引き上げ、勤務延長制度の上限についても75歳までとしました。ホール、駐車場整理、事務など様々な職種で高齢
者の方が活躍されています。

取り組みの方向性

地域のインフラとして
当社グループの全国の店舗が、地域にとって欠かせないインフラとして貢献できるよう、人的・経済的支援などを
通じて、地域社会の発展につながる活動を継続していきたいと考えています。

災害対応と被災地の復興支援
日本国内では近年、巨大地震をはじめとする大規模自然災害が頻繁に発生しています。国内各地域においては、災害への事前
の備えの他、災害発生後の早期復興が大きな課題となっています。日本全国の各地域に店舗を構える当社グループにとって、
地域に根差した活動を通じて被災地の復興を支援することは必要不可欠となっています。
当社グループでは、阪神淡路大震災、東日本大震災、熊本地震などの巨大地震をはじめとする幾多の自然災害を経験しました。
これらの経験を踏まえ、
「物資支援」
「ボランティア活動」
「義援金活動」を主な柱とし、災害発生直後から迅速な支援を行い、地域に
根差した活動を長期にわたり継続しています。

認定特定非営利活動法人「桜ライン 311」への協力
当社グループは、認定特定非営利活動法人「桜ライン311」の活動に協力しています。
桜ライン311では、2011年3月11日に発生した東日本大震災の被災地である岩手県陸
前高田市内の約170kmに渡る津波到達ラインに10mおきに桜を植樹し、ラインに沿っ
た桜並木を作ることで、後世の人々に津波の恐れがあるときにはその並木より上に避難
するよう伝承していく活動を行っています。
当社グループでは、この活動の趣旨に共感し、毎年春と秋の年二回行われる植樹会に
ボランティアとして参加しています。地域の一員として、東日本大震災が風化すること
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地域に密着した活動を通じた信頼関係構築
地域の人々と良好なコミュニケーションを育み、地域のために役立つ活動を地道に継続することで、地域社会と連携や協調
を重視しています。

■ それぞれの地域に密着した取り組み
全国の店舗周辺の地域清掃、祭りや花火大会の運営ボランティア、景品の社会福祉協議会などへの寄贈、店舗駐車場を活用
した献血事業への協力などを行っています。

■ 地域住民との対話
地域住民と直接対話する「店長座談会」を開催。店舗に関するご意見をお聞きするとともに、地域情報をご提供いただき、
店舗運営に活かしています。

■ 地権者との関係構築
出店用地に関する地権者との交渉・契約では、立地開発を担う専門部署のスタッフが当社グループの理念や事業内容などに
ついて丁寧に説明しています。

地域への寄付・寄贈を通じた経済的支援
当社グループでは、出店地域の自治体や慈善団体への寄付・寄贈、スポーツ協賛等を通じた経済的支援を行っています。

夢屋基金

社会貢献支出※1

夢コーポレーション（株）の社会貢献活動の一環として設立された基金。
『公益
財団法人公益推進協会』の「マイ基金制度」を通じ、子供の健全育成、環境保全、災
害援助、発展途上国など、支援を必要としている人々にお届けしています。

2018年3月期

152 百万円
※1 指定寄付金およびスポーツ協賛金

スポーツ振興支援
当社グループは社会貢献の一環として、スポーツ文化の発展をサポートしたいと考えています。

■ スカッシュへの協賛
多くの人にスカッシュの楽しさを知ってもらうために、
（ 株）ダイナムを通じ、公益
社団法人日本スカッシュ協会のオフィシャルパートナーとして冠協賛しています。
主な協賛実績

2017年9月

ダイナムCUP SQ-CUBE OPEN 2017 in 新横浜

2018年2月

ダイナムCUP SQ-CUBE OPEN 2018 in さいたま

■ フィギュアスケートへの協賛
選手たちの努力や、演技のハイレベルな完成度をめざす姿に共感した（株）
ダイナムは、
夢と感動をあたえるフィギュアスケートの発展を応援しています。
主な協賛実績
2018年 3月期

2017年10月

ISUフィギュアスケートグランプリシリーズ ロシア大会

2017年11月

ISUフィギュアスケートグランプリシリーズ フランス大会

■ サーフィンへの協賛
夢コーポレーション（株）は、一般社団法人 日本プロサーフィン連盟が主催するサー
フィン大会に冠協賛しています。
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開催実績
2018年 3月期

2017年7月

「JPSA×WSL JAPAN co-sanction event
夢屋サーフィンゲームス 田原オープン

CSR

社会

地域社会
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お取引先

お取引先との公正な取引とパートナーシップを通じて
バリューチェーンを進化させ、
お客様起点の価値創造をめざします。
当社グル ー プでは、パチンコホ ー ルの運営に必要な遊技台や周辺設備、一般
景品を外部のお取引先から購入しています。パチンコホールの運営は、グループ
の組織内だけで完結するものではなく、組織外のお取引先を含む総合的な取り
組みの上に成り立っています。
お客様に「日常の娯楽」
という価値を提供することをめざす当社グループでは、
法 令 を 遵 守 し た 公 正 な 取 引 と パ ー ト ナ ー シ ッ プ を 通 じ て、お 取 引 先 と と も に
バリューチェーンを進化させ、お客様起点の価値創造をめざします。

取り組みの方向性

サプライチェーン・マネジメントの実践
遊技台や一般景品など物品の調達は、事業のパフォーマンスに直結する重要な取引となります。事業活動を通じて
環境・社会に与えるインパクトをはかる際には、お取引先の活動を視野に入れた間接的影響や、意図しないマイナス影
響を回避または最小化する配慮が重要と考えています。人権・労働・環境等に関する国内の法令に照らしながら、お取
引先企業も含めた法令の遵守と倫理的な行動を徹底し、継続的にサプライチェーン・マネジメントのレベルアップを
図っています。

お取引先との健全な取引
■ 主要取引先
当社グループでは、店舗で使用する遊技台と一般景品のサプライヤーを主要なお取引先としています。
遊技台に関しては、42社の遊技機メーカーと取引があり、そのうち上位5社との取引が全体の53.9％を占めています。一般
景品に関しては、39社の景品業者と取引があり、そのうち上位5社との取引が全体の90.1％を占めています。
当社グループが取引する遊技機メーカーの上位5社のうち2社が日本国内の上場企業です。また上記お取引先はすべて日本
企業です。

■ コンプライアンスを重視した健全な取引の徹底
新規のお取引先と契約を取り交わす際には、法務部門がお取引先のコンプライアンスチェックを行い、事業内容や過去の
業務履歴をもとに問題の有無を判断した上で締結しています。契約締結時に取り交わす「基本合意書」において遵法性を確認
するとともに、締結後には企業行動規範を記した文書をお渡しし、お取引先と企業理念を共有しています。
また、国際的な観点では、強制労働や児童労働などの労働力の非人道的な扱いや、地域環境汚染等の社会問題への対応が
要請されています。当社グループでは、これら国際的な要請事項については、日本国内の法令で禁じられていることを十分
認識しており、企業倫理に反する取引は一切行っていません。日本国内のお取引先を含め、違反事例はありません。
今後も健全な事業継続のためにコンプライアンスを重視した健全な取引を徹底し、サプライチェーン・マネジメントを実践
していきます。
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取り組みの方向性

お取引先とのパートナーシップによる価値創造

CSR

サプライチェーン・
マネジメント
概念図

信頼

社会
お取引先

お客様のニーズ・期待

サプライヤー
遊技台
一般景品

公正な取引

DYJH
グループ

パートナーシップ

お客様

店舗運営

バリューチェーン

お客様視点に基づく
価値創造

お取引先との共同開発
■ お客様ニーズに対応した遊技機の共同開発
PB（プライベートブランド）機は、日常の娯楽を提供するという当社グループの営業方針に対応した設計をコンセプトとして、
シンプルでわかりやすい演出、複雑な打ち方がいらない操作を実現しています。店舗で収集した膨大な遊技データをもとに、
遊技機メーカーと共同で完全オリジナルスペックの遊技機開発等も行い、店舗に展開しています。
今までの累計で、PB 機を含む62機種をお取引先と共同で開発しました。

ＰＢ機の開発と展開
（株）ダイナムでは従前より、パチンコを「誰もが気軽に楽しめ
る日常の娯楽」として提供することをめざし、その手段の一つと
して、同社がもつ膨大な遊技データをもとに、メーカー企業と共
同で遊技機の開発を進めてきました。ダイナムのPB機は、お客
様が少額でパチンコ本来の楽しさを体験でき、結果として長く
楽しめることを目的に設計されています。今後も店舗において少額で気軽に
楽しむことができる遊技機のバリエーションを高めるべく、継続してPB機の
開発に取り組んでまいります。2018年3月期に導入を開始した新ブランドは、
“日常の娯楽”への思いを込めて「ごらく」と名づけました。

■ 一般景品の共同開発
日常の娯楽の提供をめざす一環として、一般景品の充実に注力して
います。また、季節イベントに合わせた景品や、話題性の高い商品を取
で蓄積したお客様ニーズの情報と、お取引先の企画力が有機的に連携
することで実現しています。

CSR Report 2018

り入れ、お客様に喜ばれるサービスに努めています。景品企画は、店舗

今までの累計で、共同開発の一般景品として18品目を開発しました。
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従業員

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。
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。

取り組みの方向性

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。

雇用機会の均等と公正な処遇
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。

全従業員に占める女性比率
（人数）※1

女性の活躍推進

2018年3月末

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。

54.4%

（9,693名）
※1 全グループ会社の実績をもとに算出

■ 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

CSR Report 2018
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新卒に占める
女性採用比率（人数）※2
2018年3月期

28.6%（26名）

※2 （株）ダイナムの実績をもとに算出

■ 女性幹部・管理職を育成する取り組み

2013年にグループ会社の（株）ダイナムにおいて、女性の

グル ー プ各社がそれぞれの特色を活かして女性社員の

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

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

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

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

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

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

広げていきます。

ための動機づけを行っています。

業界の垣根を超えた取り組み 1
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〜

（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
CSR

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

社会

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

従業員

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。

■ 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。

■ 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。

■ 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。

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

障がいがある従業員在籍人数※3
2018年3月末

206名

※3 国内グループ会社の実績をもとに算出

ピックス日本（SON）」に寄付しています。

障がいを持つ方々の就労支援施設「あさひ」を運営

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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（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
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取り組みの方向性

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。

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。

人材育成システム

人材育成
教育・研修

OJT

人生大学

業務知識の習得（成長へのトリガー）

業務遂行能力の向上（実践力）

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。

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。

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

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。

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。

人材力の強化

生産性向上

次世代リーダー育成

■ 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。

■ 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。
天麗301
伊豆高原の真中に位置しており、国立公園

マリンピア豊浦
200人以上が宿泊・研修できる施設として

CSR Report 2018

内の緑豊かで研修・保養に最適な環境です。

誕生しました。建物は海と山に囲まれた風光

周囲は大企業の保養所が集積しており、街並

明媚な立地条件の中にあります。１年を通して

はとても美しく整備されています。

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。
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取り組みの方向性

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。
CSR

ワークライフバランスと働き方の最適化

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。

2018年3月期

94.1%

従業員

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、

育児休職からの復職率※4

社会

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

※4 国内グループ会社の実績をもとに算出

■「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。

■ 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。

厚生労働省から子育てサポート企業として認定
「くるみんマーク」を取得
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
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。
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従業員

業界の垣根を超えた取り組み 2
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
（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。

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。

■ 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。

有給休暇の効果的取得を通じた健康経営
健康サポート休暇を導入
（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。

安全な職場環境
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。

■ 労働災害防止、過重労働対策
CSR Report 2018

「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。
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労働災害強度率※5
2018年3月期

0.05

※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

従業員との対話
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。

■ 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
CSR

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
2018年3月期

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

23回

従業員

■ 上司との面談

社会

労使協議会開催回数※6

人材配置および育成の実施につなげています。

います。
労働環境向上委員会等開催回数※7
2018年3月期

■ 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。

28回

※6、7： 国内グループ会社の実績をもとにに算出

労使共同による働き方改革への取り組み
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
（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、過度な⻑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
における⻑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。
［労働時間の適正管理］

［長時間労働防止の取組み］

●1
 分単位の労働時間管理

●ノ
 ー残業デーの実施
（週1）

●終
 業5分前から打刻が可能

●変
 形労働時間制の活用

●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

●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

関連法規の遵守
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。
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株主・投資家

株主や投資家の皆様に対し、
誠実で透明性の高いコミュニケーションに努めるとともに、
株主還元を通じて株主の皆様の期待に応えていきます。
当社グループは、企業価値を最大限に高めていくことが、株主・投資家の皆様の期待に応えていくことにつなが
ると考えています。
また、株主・投資家の皆様との信頼関係を築いていくため、経営方針および企業行動規範に掲げた「情報開示」の
理念に則し、積極的な IR（Investor relations ：投資家向け広報）活動を行うことで、当社グループ全体の活動を正
しくご理解いただくよう努めています。
株主還元を通じて株主の皆様の期待に応えることも重要視しており、配当を安定的に継続することを基本方針
としています。

取り組みの方向性

情報開示を通じた透明性の高いコミュニケーションの推進
当社グループは、上場する以前より情報開示に積極的に取り組み、経営の透明性を高めることを通じて株主・投資家
の皆様との信頼関係を築いていく取り組みを継続しています。

IR 活動の積極展開
当社では、証券アナリストや機関投資家の皆様に向けて、年２回、香港と東京で決算説明会を開催しています。フォローアップの
ための個別取材やミーティングに随時対応している他、海外投資家を日本に招いての説明会や施設の見学会も開催しています。ま
た、証券会社等が主催する国内での個人投資家コンファレンスにも積極的に参加して投資家との直接のコミュニケーションにも引
き続き取り組んでいます。
主なＩＲ説明会の実施状況（2018年3月期）
決算説明会

2回（開催地：香港、東京） 本決算、中間決算

海外投資家ミーティング

8回

個人投資家説明会

6回（開催地：東京、大阪、札幌、福岡）

経営トップの IR 活動への参画
当社では、本決算と中間決算の公表時の年２回、機関投資家やアナリストへ業績や将来
に向けた戦略を経営トップが直接説明する機会を設けています。
さらに、
“スモールミーティング”として、証券アナリストやメディアに向けて、経営
トップや各部門を統括する取締役、執行役が事業内容について説明する機会を設け、
対話を促進し理解を深めていただいています。

株主・投資家の皆様とのコミュニケーション
迅速かつ公平な情報開示とともに、積極的な情報発信を心掛けています。当社は、フェ
アディスクロージャーの視点から迅速かつ公平にIR情報をお伝えするため、当社ウェブ
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サイト内にIRサイトを設け、決算情報や財務データなどを英語と日本語、および中国語で
公開しています。

取り組みの方向性

株主の期待に応える株主還元
えています。株主の皆様へのキャッシュリターンを安定的に実現することで期待に応え、信頼関係を築いていきます。

CSR

当社では、事業活動を通じて獲得した利益は、株主の皆様に一定の還元を行うことを経営上の重要課題の一つと考

社会
株主・投資家

安定配当の継続
当社は、株主の皆様に対する利益配分について、基本政策として安定配当の継続を重視しています。
2018 年 ３月期は、安定配当維持の観点から、1 株当たり 6 円の期末配当とさせていただきました。
中間配当額 6 円と合わた年間配当額は 12 円となり、配当性向は 84.1% となります。

［ 1株あたり配当金と配当性向の推移 ］
（円）
35
28

1株当たり利益（左軸）

1株当たり配当金（左軸）

配当性向（右軸）（%）

99.7%

28.61円

98.8%

92.4%
84.1%

21

13.92円

14

0

80
60

48.8% 15.22円

7

（円）

100

14円

2014年
3月期

14円

2015年
3月期

14.19円

12.23円
13円

2016年
3月期

12円

2017年
3月期

40

12円

2018年
3月期

20
0

香港証券取引所のハンセン外国株価指数の構成銘柄に選定
当社株式は、2013年より継続して、香港証券取引所のハンセン外国株価指数
（Hang Seng Foreign Companies Composite Indexes（HSFCCI）
）
の構成銘柄に選定
されています。
ハンセン外国株価指数は、香港証券取引所で売買される外国株式のうち、年間の
平均時価総額が30億香港ドル以上の銘柄で構成されます。
2018年3月31日時点において、当社を含む12社の外国株式が構成銘柄として選定
されています。
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Governance
コーポレート・ガバナンス

● コーポレート・ガバナンスの概要
● リスクマネジメント
● コンプライアンス
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ガバナンス

コーポレート・ガバナンスの概要

継 続 的な発 展を 支える
ＤＹＪＨ グル ープのコーポレート・ガバナンス体制
企業としての意思決定および業務執行を適正にマネジメントするためにコーポレート・ガバナンス体制を構築しています。
お客様、地域社会、お取引先、従業員、株主・投資家などの信頼関係者（ステークホルダー）の期待に応え、適切な意思決定および
業務執行を通じて、それぞれの人々にとっての価値を高め、企業価値を総合的に向上させていくことをめざします。
CSR
ガバナンス

株主総会

指名委員会

報酬委員会

代表執行役社長

監査委員会

経営戦略会議

事業報告会議

コーポレート・ガバナンスの概要

取締役会

主要5委員会
グループ資産管理・評価委員会
グループ内部統制委員会
グループ人事委員会
グループ財務諸表委員会
グループ法務委員会

機関設計
当社は、機関設計として、指名委員会等設置会社を選択しており、指名委員会、報酬委員会、監査委員会の3つの委員会が設置
されています。
この指名委員会等設置会社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を明確にするため、意思決定・監督機能を取締役
会およびその構成員である各取締役が担い、業務執行機能を執行役が担っております。
グループ会社の業務執行の状況や課題事項については、事業報告会議において報告、協議されています。
さらに、機能別の業務進捗や課題事項に関しては、経営戦略会議およびその分科会としての主要５委員会にて報告、協議
される仕組みとなっています。
DYJHグループのコーポレート・ガバナンスの詳細につきましては、別紙「Annual Report 2018」の「コーポレート・ガバナンス
報告書」をご参照下さい。
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リスクマネジメント

トータルリスクマネジメント体制
当社グループのリスクマネジメントは、グループ各社ごとに業務執行レベルでの自社管理を行う一方で、
グループの各社横断的なグループ危機管理委員会を設置し、リスクに関するグループ的な課題解決に取り組んでいます。

［トータルリスクマネジメント体制（概念図）］

DYJHグループ内部統制委員会
提案・報告

決定

DYJHグループ危機管理委員会
●コ
 ンプライアンス、情報セキュリティ、大規模災害、その他重要なリスク課題に

ついての、当社グループ全体に対するリスクの分析・評価等
●当
 社グループのリスク対策の最適化・強化

提案・報告

未然防止策などグループ内への
施策展開
助言、教育、モニタリング

DYJHグループ各社
各社ごとの業務に最適化したリスク管理

機関設計
グループ全体でのリスクマネジメントの強化を図るべく、
「グループ内部統制委員会」の下位組織として「グループ危機管理委員
会」を設置しています。同委員会は、コンプライアンス、情報セキュリティ、大規模災害、その他重要なリスク課題について、グルー
プ全体に対するリスクの分析・評価を行い、さらに、グループ最適の観点からリスク対策の強化を図っています。

クライシスマネジメント
当社グループでは、危機を未然に防ぐ取り組みと併せて、万が一の危機が発生した際にも、グループ危機管理委員会において
迅速な意思決定と情報伝達、具体的かつ適切な対処ができる「クライシスマネジメント」体制を確立しています。なお、クライシス
マネジメントにおいては、お客様をはじめ信頼関係者の安全・安心を最優先とする、再発防止策を講じる、記録を残すことなどを
基本としています。
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緊急時に対応できるＢＣＰの整備と実践
近年、日本国内では巨大地震をはじめとする自然災害が各地で頻発しています。
万が一危機的状況が発生しても事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とする
ためにＢＣＰ（事業継続計画）を策定し、有事の際にこれを実践できる体制を整備できていることが喫緊の課題となっています。
施しています。

2017 年 3 月期においては、2016 年 4 月の熊本地震、10 月の鳥取県中部地震と ２つの大きな地震災害に見舞われ、当社の店舗も
移しました。一週間以内に営業を再開し、同時に被災地への支援活動を実施しています。

■ データセンターのバックアップ対応
サーバーやネットワーク機器などＩＴ機器を設置・運用する施設として、データセンターを設けています。日本国内の ２ヵ所に

リスクマネジメント

被災しました。地震発生直後に緊急対策本部を立ち上げ、正確な被害状況を把握し、今後の対応策を検討・協議し、迅速に実行に

ガバナンス

■ 緊急対策本部を立ち上げ迅速に情報収集し適切に対応

CSR

当社グループでは、グループ危機管理委員会が中心となり、全社規模で緊急時に備えたマニュアルの整備や、定期的な訓練を実

同様の機能を保有することで、有事の際にもバックアップを使いネットワークを維持することができます。

■ 本部機能の代替施設の確保
万が一本部機能が被災した場合、他地域の事務所が代替施設となり臨時対策本部として機能できるよう、有事の際を想定した
マニュアルの整備と臨時対策本部訓練を実施しています。

■ 全従業員を対象とした緊急連絡網の整備
大震災の発生時は、震度 ６弱を観測した地区に勤務する従業員に向けて、
「災害連絡システム」を通じて自動的に安否確認が行わ
れる仕組みになっています。この災害連絡システムを活用し、有事を想定した安否被害通報訓練を年 ４回実施しています。

リスクファイナンスの強化
当社グループでは、危機的状況が発生しリスクが顕在化した場合の損失対応への資金的手当として「リスクファイナンス」の
重要性を認識しています。

■ 150 億円の「震災対応型」コミットメントライン契約
（株）ダイナムでは銀行シンジケート団と「震災対応型」のコミットメントライン契約を締結しています。従来のコミットメントラ
イン契約においては、大規模震災等については金融機関の免責事由の発効により、資金確保に若干の懸念が残っていました。震災対
応型コミットメントライン契約の締結により、震災等が発生した場合でも融資枠の範囲内であれば迅速に資金を確保できる体制を
整備しました。
このコミットメントライン契約は、150 億円を上限とするリボルビング融資枠です。
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G

CSR

Governance

ガバナンス

コンプライアンス

コンプライアンス に 関 する 取り組み
お客様や社会からの期待に応え、責任を果たしていくために、
コンプライアンスを最優先する組織・風土づくりを進めています。

全従業員共通の行動・心構えを示した DYJH グループ企業行動憲章
企業の存在理由は、株主、経営者、従業員、取引先、金融機関、そしてお客様といった関係者の将来に向けた期待に常に応えなが
ら継続して成長し、より強く大きな企業となって社会に貢献することにあります。当社グループでは、企業行動憲章を定め、すべ
ての従業員がこの考え方を共有しています。
当社グループでは、信頼を損なうことなく企業活動を継続していけるように、内部統制に業務改善の仕組みを取り入れ、常に不
祥事や法令等違反の因子を明確にし、それを排除していきます。

現場に根ざしたコンプライアンス推進体制と仕組み
コンプライアンスを推進する体制をグループ横断的な視点から構築・運用していくために、グループ内部統制委員会を設置して
います。
グループ内部統制委員会では、グループのコンプライアンス経営に関わる方針や内部統制の実行計画を検討し、コンプライアンス
および内部統制体制の推進状況をモニタリングしています。

コンプライアンス推進の仕組み

体

コンプライアンス推進サイクル

制

体

制

DYJHグループ
内部統制
委員会

確
企業倫理

内部通報

DYJHグループ
企業行動憲章

グループ
ホットライン
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認

教育啓発

実

行

CSR

「企業行動憲章」に反する行為を従業員が知った場合、上司への報告・相談を基本としていますが、そうした報告・相談が適さない
場合のグループ共通窓口として、社外の法律事務所に「DYJHグループホットライン」を設置しています。利用者はグループ従業員、
ある場合は是正勧告などを行い、その後、問題の改善や再発防止策が徹底されていることを確認し、
監査委員会へ報告されています。

通報者の保護

コンプライアンス

派遣社員、請負事業等従事者、派遣社員を含む従業員の親族までを含み、プライバシー保護にも配慮し調査を実施します。問題が

ガバナンス

問題の早期発見・解決のためにホットラインを設置

当社グループでは「ホットライン」の設置と同時に、社内規定で通報者が不利益を被るような取り扱いを禁止しています。また、
「内部通報規程」を制定し、対応後に通報者をフォローアップすることを明記するなど、通報者保護のルールを徹底しています。

DYJHグループホットライン 対応フロー

報

通報者

聴取・対応

報

告

内部窓口
法律事務所
（担当部署）

是正対応

事実確認

被通報者・関係者等

通

再発防止対応

公正な事業活動を徹底
当社グループは「風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律（風適法）」など各種法令を遵守しています。営業現場で
は、法改正や環境変化に合わせオペレーションマニュアルを改定・運用するほか、販促方法や広告規制に関するサイトの設置やガ
イドラインを示し、全国店舗における法令遵守を徹底しています。また「独占禁止法令の遵守に関する規定」
「営業秘密に関する不
正競争の防止規定」
「インサイダー取引防止規定」等をイントラネットに掲示し、コンプライアンスの啓発と教育に努めています。

事業活動の透明性を保つために贈収賄などを禁止
当社グループは、
「企業行動憲章」の中で「お取引先とともに経済的に発展していくことができるよう、法的・社会的・倫理的に健
法令を遵守した健全で透明な関係を保つことを定めています。
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全かつ良好で対等な関係をお取引先と築いていくこと」を明記しています。団体、企業、個人を問わず、招・接待や贈答を禁止し、
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報告ガイドライン対照表
香港証券取引所上場規則

附属書類 27

Environmental, Social and Governance Reporting Guide (Appendix 27 of Listing Rules)

主要項目
A.

定性情報╱指標

環境
定性情報

A1.

ページ

排出

a

大気、温室効果ガスの削減、（有害、非有害）廃棄物の排出等に関す
る方針

b

上場発行体に重大な影響を与える関係法令及び規制の遵守状況

22

A1.1

排出タイプとそれぞれのデータ

19

A1.2

温室効果ガスの総排出量 (t)、及び必要に応じて、強度（e.g. 生產量 1
単位当たり , 1 施設当たり）

19

A1.3

有害廃棄物の総排出量 (t)、及び必要に応じて、強度（e.g. 生產量 1 単
位当たり , 1 施設当たり）

Note 1

A1.4

非有害廃棄物の総排出量 (t) 、及び必要に応じて、強度（e.g. 生產量 1
単位当たり , 1 施設当たり）

Note 1

A1.5

排出を緩和するための方策と達成された結果の記述

19–22

A1.6

有害廃棄物及び非有害廃棄物の排出管理、排出量削減のための方策
と達成された結果の記述

19–22

効率的な資源利用に関する方針（資源：エネルギー、水、その他原
材料含む）

12–13,
19–22

A2.1

直接的・間接的なエネルギー消費量の、（電気・ガス等）種類每の総
額

19–22

A2.2

水消費量の総額、及び強度（e.g. 生產量 1 単位当たり , 1 施設当たり）

Note 1

A2.3

エネルギーの効率利用に関する方策と達成された結果の記述

19

A2.4

水資源の入手に関する問題の有無、効率利用に関する方策と達成さ
れた結果の記述

19

A2.5

最終製品の包装資材の総量 (t)，、及び必要に応じて、生產量 1 単位当
たり

N/A

指標

定性情報

A2.

資源利用
指標

環境と天然資源に対する重大な影響を最小限にするための方針

12–13,
19–22

A3.1

環境と天然資源に対し重大な影響を及ぼす活動とそれを管理するた
めの活動の記述

19–22

a

報酬・解雇・採用・昇進・労働時間・機会の平等・多様性の容認・
差別撤廃・その他福利厚生に関する方針

34–39

b

上場発行体に重大な影響を与える関係法令及び規制の遵守状況

38–39

B1.1

性別、雇用形態、年齢層、地域別の労働力

34–35

B1.2

性別、年齢層、地域別の退職率

Note 1

a

安全な労働環境及び労働災害からの従業員保護に関する方針

38

b

上場発行体に重大な影響を与える関係法令及び規制の遵守状況

38

B2.1

労働災害発生件数と労働災害発生率

38

B2.2

労働災害による休職日数

Note 1

B2.3

業務上の健康・安全に関する施策と実施状況、及びモニタリングに
関する記載

34–39

定性情報
A3.

環境と天然資源
指標

B.

19–22

社会

職場環境の品質
定性情報
B1.

雇用
指標
定性情報

B2.

健康・安全
指標
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定性情報╱指標

ページ
従業員の職務遂行に必要な業務知識・スキル向上に関する方針人材
教育に関する取り組みの記載

定性情報
B3.

人材開発・教育
指標
定性情報

B4.

労働基準
指標

36

B3.1

性別、職務階層別の教育を受けた従業員の比率

Note 1

B3.2

性別、職務階層別の平均教育時間

Note 1

a

児童労働や強制労働の防止に関する方針

Note 2

b

上場発行体に重大な影響を与える関係法令及び規制の遵守状況

Note 2

B4.1

児童労働や強制労働を防止する雇用慣行のレビュー施策の記載

Note 2

B4.2

児童労働や強制労働が発覚した場合に、それを無くすための対策の
記載

Note 2

サプライチェーンに係る環境・社会リスクのマネジメントに関する
方針

32–33

B5.1

地域別の供給業者数

32–33

B5.2

取引のある供給業者との業務慣行、当該業務慣行が実施されている
供給業者数、実施状況、及びモニタリングに関する記載

32–33

a

製造物・サービスの健全性・安全・広告・品質表示・プライバシー
保護及び損害賠償方法に関する方針

24–27

b

上場発行体に重大な影響を与える関係法令及び規制の遵守状況

B6.1

健全性・安全性の問題でリコールされた製品の比率

B6.2

製品・サービスに関するクレーム件数とそれらへの対応

Note 1

B6.3

知的財產権を監視・保護するための実務観光の記載

Note 1

B6.4

品質管理体制とリコール手続に関する記載

B6.5

顧客情報保護、プライバシーポリシー、その導入方法とモニタリン
グ方法に関する記載

Note 1

a

贈収賄・不正・マネーロンダリングに関する方針

46–47

b

上場発行体に重大な影響を与える関係法令及び規制の遵守状況

46–47

B7.1

報告期間中に判決が出た、発行体もしくは従業員に関する不正関係
の訴訟回数とその結果

NIL

B7.2

防止策、內部告発手続き、その導入方法とモニタリング方法に関す
る記載

46-47

地位社会のニーズを把握し、地域社会の利益に配慮した企業活動を
遂行するための方針

14–15
28–30

B8.1

地域社会貢献の重点領域（教育、環境関連、雇用創出、健康、文化、
スポーツ等）

28–30

B8.2

重点領域に投入された経営資源（金銭又は時間）

28–30

報告ガイドライン対照表

主要項目

業務慣行
定性情報
B5.

サプライチェーン・
マネジメント

指標

定性情報

B6.

製造物責任
指標

定性情報
B7.

不正防止
指標

24
N/A

N/A

地域社会
定性情報
B8.

地域社会貢献
指標

注記：
1.

環境、社会、そして当社事業への影響の大きさを勘案し、必要に応じて情報や統計に関する開示の拡充を検討いたします。

2.

国際的な観点では、強制労働や児童労働などの労働力の非人道的な扱いや、地域環境汚染等の社会問題への対応が要請されています。当社グループでは、
これら国際的な要請事項については、日本国内の法令で禁じられていることを十分認識しており、企業倫理に反する取引は一切行っていません。日本国
内のお取引先を含め、違反事例はありません。
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GRI G4 Sustainability Reporting Standards

No.

掲載場所

No.

戦略と分析

G4-42

12–13

G4-1

Annual Report

G4-43

14–15, 40–41

G4-2

Annual Report

G4-44

Annaul Report

組織のプロフィール

G4-45

10–11

G4-3

8, 54

G4-46

Annaul Report

G4-4

Annual Report

G4-47

44–45/Annaul Report

G4-5

54

G4-48

13, 43

G4-6

8

G4-49

Annual Report

G4-7

Annual Report

G4-50

N/A

G4-8

Annual Report

G4-51

Annual Report

G4-9

4–7, 8/Annual Report

G4-52

Annual Report

G4-10

6–7

G4-53

14–15, 40–41

G4-11

34–39

G4-54

N/A

G4-12

32–33

G4-55

N/A

G4-13

N/A

G4-14

44–47

G4-56

12–13

G4-15

N/A

G4-57

46–47

G4-16

N/A

G4-58

46–47

特定されたマテリアルな側面とバウンダリー

倫理と誠実性

マネジメント手法の開示項目

G4-17

Annual Report

G4-18

10–17

経済

G4-19

10–17

経済パフォーマンス

G4-20

10–17

G4-EC1

Annual Report

G4-21

32–33

G4-EC2

N/A

G4-22

N/A

G4-EC3

Annual Report

G4-23

N/A

G4-EC4

N/A

ステークホルダー・エンゲージメント

G4-DMA

10–11, 16–17

地域での存在感

G4-24

14–15

G4-EC5

34–39

G4-25

14–15

G4-EC6

N/A

G4-26

14–15

G4-27

14–15

間接的な経済影響

報告書のプロフィール

G4-EC7

N/A

G4-EC8

N/A

G4-28

2

G4-29

2

G4-30

2

環境

G4-31

54

エネルギー

G4-32

N/A

G4-EN3

19–22

G4-33

16

G4-EN4

19–22

G4-EN5

19–22

G4-EN6

19–22

G4-EN7

19–22

調達慣行
G4-EC9

ガバナンス
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掲載場所

G4-34

43/Annual Report

G4-35

13, 43

G4-36

13

28–30

水

G4-37

13, 16–17

G4-EN8

N/A

G4-38

43/Annual Report

G4-EN9

N/A

G4-39

Annual Report

G4-EN10

N/A

G4-40

Annual Report

G4-41

Annual Report

生物多様性
G4-EN11

N/A

掲載場所

No.

G4-EN12

N/A

労働慣行に関する苦情処理制度

G4-EN13

N/A

G4-EN14

N/A

G4-LA16

掲載場所
N/A

人権

大気への排出

投資

G4-EN15

N/A

G4-HR1

N/A

G4-EN16

19-22

G4-HR2

34–39

G4-HR3

N/A 16–17, 46–47

G4-EN17

N/A

G4-EN18

Note 1

G4-EN19

Note 1

G4-EN20

N/A

G4-EN21

N/A

児童労働

G4-EN22

N/A

強制労働

G4-EN23

Note 1

G4-EN24

N/A

社会

G4-EN25

N/A

地域コミュニティ

G4-EN26

N/A

非差別
結社の自由と団体交渉
G4-HR4

排水および廃棄物

G4-HR5
G4-HR6

製品およびサービス
G4-EN27

19-22 Note 1

G4-EN28

19-22 Note 1

N/A Note 2
32–33 Note 2
32–33 Note 2

G4-SO1

14–15, 28–30

G4-SO2

14–30

腐敗防止

コンプライアンス
G4-EN29

N/A

サプライヤーの環境評価

G4-SO3

46–47

G4-SO4

46–47

G4-SO5

N/A

コンプライアンス

G4-EN32

32–33 Note 1

G4-EN33

N/A

G4-SO8

N/A

サプライヤーの社会への影響評価

労働慣行とディーセントワーク

G4-SO9

32–33

雇用

G4-SO10

N/A

G4-LA1

34-39

製品責任

G4-LA2

Note 1

顧客の安全衛生

G4-LA3

34-39

労使関係
G4-LA4

34-39

G4-LA5

34–39

G4-LA6

34–39

G4-LA7

34–39

G4-LA8

34–39
34–39

G4-LA10

34–39

G4-LA11

34–39

N/A

G4-PR3

N/A

G4-PR4

N/A

G4-PR5

24–30

G4-PR6

N/A

G4-PR7

N/A

顧客のプライバシー
G4-PR8
G4-PR9

34–39
34–39

サプライヤーの労働慣行評価
G4-LA14

32–33

G4-LA15

N/A

注記：
1.
2.

N/A

環境、社会、そして当社事業への影響の大きさを勘案し、必要に応じて情報や統
計に関する開示の拡充を検討いたします。
国際的な観点では、強制労働や児童労働などの労働力の非人道的な扱いや、地
域環境汚染等の社会問題への対応が要請されています。当社グループでは、こ
れら国際的な要請事項については、日本国内の法令で禁じられていることを十
分認識しており、企業倫理に反する取引は一切行っていません。日本国内のお
取引先を含め、違反事例はありません。
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男女同一報酬

N/A

コンプライアンス

多様性と機会均等

G4-LA13

24–27

G4-PR2

マーケティング・コミュニケーション

研修および教育
G4-LA9

G4-PR1
製品およびサービスのラべリング

労働安全衛生

G4-LA12

報告ガイドライン対照表

No.
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CSR
用語の定義
本報告書においては、別途説明がない限り、下記の用語は記載された意味を有する。
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“AGM”
定時総会

当社の定時株主総会

“Annual Report”
アニュアルレポート

当社の 2018 年 3 月期のアニュアルレポート (2018 年 5 月 29 日発行）

“Beijing GEO”
北京 GEO 社

中華人民共和国において有限責任で設立された会社で、当社の完全子会社である
Beijing GEO Coffee Co., Ltd. 当社がダイナム香港を通じて 100％保有している

“Board” or “Board of Directors”
取締役会

当社の取締役会

“Business Partners”
ビジネスパートナーズ

日本において有限責任で設立された、当社の完全子会社である株式会社ビジネスパ
ートナーズ

“Cabin Plaza”
キャビンプラザ

日本において有限責任で設立された、当社の完全子会社である株式会社キャビンプ
ラザ

“Companies Act”
会社法

日本の会社法（平成十七年法律第八十六号、その後の改正を含む）

“Company”
当社

日本において有限責任で設立された株式会社ダイナムジャパンホールディングス

“Director(s)”
取締役

当社の取締役

“Dynam”
ダイナム

日本において有限責任で設立された、当社の完全子会社である株式会社ダイナム

“Dynam Business Support”
ダイナムビジネスサポート

日本において有限責任で設立された、当社の完全子会社である株式会社ダイナムビ
ジネスサポート

“Dynam Hong Kong”
ダイナム香港

香港において有限責任で設立された、当社の完全子会社である Dynam Hong Kong
Co., Limited

“Erin International”
エリンインターナショナル社

モンゴル国において有限責任で設立された、当社の子会社である Erin International
Co., Ltd.。当社がダイナム香港を通じて 87.61% を保有している

“Genghis Khan”
チンギスハーン旅行

日本において有限責任で設立された、当社の完全子会社である株式会社チンギスハ
ーン旅行。当社がダイナムビジネスサポートを通じて 100％保有している

“Group” or “DYJH Group”
当社グループ又は DYJH グループ
“Hong Kong Stock Exchange”
香港証券取引所

当社および当社の子会社

「The Stock Exchange of Hong Kong Limited」
（香港証券取引所）

“Japan Real Estate”
ジャパンリアルエステイト

日本において有限責任で設立された株式会社ジャパンリアルエステイト。当社が夢
コーポレーションを通じて 100％保有している。

“Kanto Daido”
関東大同販売

日本において有限責任で設立された株式会社関東大同販売。当社がダイナムビジネ
スサポートを通じて 100％保有している

“Listing Rules”
上場規則

「the Rules Governing the Listing of Securities on the Stock Exchange」
（証券取引所で
の証券上場に適用される規則）

‘Nihon Humap”
日本ヒュウマップ

日本において有限責任で設立された、当社完全子会社である株式会社日本ヒュウマ
ップ

“P Insurance”
ピーインシュアランス

日本において有限責任で設立された株式会社ピーインシュアランス。当社がダイナ
ムビジネスサポートを通じて 100％保有している

“PRC”
中国

中華人民共和国。本レポートにおいては、香港、マカオ、台湾は除くものとする。

“Reporting Period”
報告対象期間

2017 年 4 月 1 日から 2018 年 3 月 31 日までの期間

“Rich-O Korea”
リッチオコリア社

韓国において有限責任で設立された Rich-O Korea Co., Ltd. 当社がダイナムホンコン
を通じて 100％保有している

“Share(s)”
株式

当社が発行する普通株式

“Shareholder”
株主

当社が発行する株式を保有する株主

“Yume Corporation”
夢コーポレーション

日本において有限責任で設立された、当社完全子会社である夢コーポレーション株
式会社
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企業情報

資本金

15,000百万円

従業員数（連結ベース）

18,077名

発行済株式総数

765,985,896株

上場証券取引所

香港証券取引所

登記上の本社所在地

〒116-0013

香港における主要な事務所

Unit A1, 32nd Floor, United Centre

東京都荒川区西日暮里2-25-1-702

95 Queensway, Admiralty
Hong Kong
当社ウェブサイト

www.dyjh.co.jp

投資家向け広報

E-mail: info@dyjh.co.jp

証券コード

06889

株式事務の取扱い

Computershare Hong Kong Investor Services Limited
Shops 1712–1716
17th Floor, Hopewell Centre
183 Queen’
s Road East
Wanchai
Hong Kong

主要な法律顧問（香港法）

Deacons
Li, Wong, Lam & W.I.Cheung

主要な法律顧問（国内法）

曾我法律事務所

監査法人

PwC あらた有限責任監査法人

主要取引銀行

株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
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企業情報
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