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東急グループの目指すもの 
グループスローガン 

美しい時代へ － 東急グループ 

グループ理念 
我々は、グループを共につくり支える志を持ち、この理念を共有する。 

存在理念 美しい生活環境を創造し、調和ある社会と、一人ひとりの幸せを追求する。 

経営理念 

自立と共創により、総合力を高め、信頼され愛されるブランドを確立する。 
・市場の期待に応え、新たな期待を創造する。 
・自然環境との融和をめざした経営を行う。 
・世界を視野に入れ、経営を革新する。 
・個性を尊重し、人を活かす。 
もって、企業の社会的責任を全うする 

行動理念 自己の責任を果たし、互いに高めあい、グローバルな意識で自らを革新する。 
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創業 

100年先も存続し、成長する企業へ 

美しい生活環境を創造し、調和ある社会と、一人ひとりの幸せを追求 

田園調布・洗足開発 東横線・田園都市線の敷設 

街づくりのために設立された
「田園都市株式会社」の鉄道 
部門を分離独立し、誕生した 
「目黒蒲田電鉄株式会社」に 
始まる 

街づくりのDNA 

社会への付加価値提供 

美しい生活環境の創造 

生活スタイルの変化 

人口減、少子化・高齢化 

自然環境との調和 

国内市場の縮小 

経済価値の創出 

事業の拡大 

再投資（永続的な循環） 

沿線人口の増加 

輸送人員の増加 

不動産価値の増加 

東急ユーザーの増加 

刻々と変化する社会的な課題に
向き合うことで、一人ひとりの
幸せを追求 

付加価値提供の結果として、 
東急線沿線が『選ばれる沿線』
であり続ける 
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ＣＳＲマネジメント 
取締役会 

経営会議 

ＣＳＲ経営推進委員会 

ＣＳＲ推進室 
東急電鉄ヘルプライン 

東急グループ 
ＣＳＲ推進委員会 

従 業 員 

各事業部・室 

取 引 先 

「CSRへの取り組み」はこちらでご覧いただけます http://www.tokyu.co.jp/company/csr/management/ 

指示・報告（重要なもの） 

指示・報告（重要なもの） 

指示・報告 

東急グループ各社 
ＣＳＲ責任者 

東急電鉄ＣＳＲ経営推
進委員会報告事項 など 

・ＣＳＲに関する意識啓発 
・法令遵守、環境保全、 
 顧客満足などに関する 
 知識向上 
・コンプライアンス推進活動 

通
報
制
度 

連携 

ＣＳＲ調達ポリシーに基づくＣＳＲ推進の働きかけ 

ＣＳＲ調達ポリシー（遵守項目） 
１． 児童労働、強制労働の禁止はもとより、関連する法令や社会

規範を遵守・徹底し、労働者の権利を尊重し、安全で清潔な
作業環境を実現していること 

２． 差別を禁止し、人権を尊重していること 
３． 環境保全活動（環境方針策定、環境マネジメントシステム整

備、教育実施、外部認証の取得等）を推進していること 
４． 優良な品質を確保でき、安全・確実に供給ができること 
５． 適正な価格で提供できること 
６． 個人情報の取扱について、適切な保護対策を講じていること 

グループＣＳＲ推進体制 
東急電鉄ＣＳＲ推進体制 

東急電鉄ＣＳＲ調達体制 

2017年3月31日現在 
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コーポレート・ガバナンス体制 

 
               

株 主 総 会 

取締役会 
社外取締役 

監査役会 
社外監査役 

選任・解任 

報告 

監査 

代表取締役 

選定・解職・監督 

内部統制室 

報告 

経営会議 東急グループ 
コーポレート会議 

執 行 役 員 

安全戦略推進委員会 

連 結 子 会 社 

報告 

指示 

選任・解任 

指導・監督 

指揮命令 
監査 内部監査 

各本部、各事業部、各室 

「コーポレート・ガバナンス報告書」はこちらでご覧いただけます http://www.tokyu.co.jp/ir/manage/governance.html 

選任・解任 

報告 

連携 

会計監査 

調査 
調査 

組織形態： 監査役設置会社 
取締役の人数   ： 17名 
社外取締役の人数 ： ４名 
取締役の任期 ： １年 
監査役の人数 ： ５名 
社外監査役の人数 ： ４名 
独立役員の人数 ：  7名 

2017年3月31日現在 

ガバナンス委員会 
社外取締役 

社外監査役 
人事委員会 

社外取締役 

報酬委員会 

社外取締役 

諮問 
会 

計 

監 
査 
人 



67 
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 

Tokyu Corporation  

安全報告書 

安全性を高める施設の充実 

■ ホームドア整備 
  2020年を目標に東横線・ 
  田園都市線・大井町線の 
  全64駅に整備 

■ 障害物検知装置の設置 
  全踏切に高機能な検知 
  装置を設置し、更なる 
  安全性の向上 

安全体制の強化 

■ 事故の未然防止 
    過去の重大事故事例や、様々な 
    事故の想定と個々の現場の状況 
    に基づく、事故防止のための具 
  体策を策定 

■ 減災対策工事の推進 
  異常気象や大規模地震を 
  想定した設計基準の見直し 
  と設備への反映 

・少子化・高齢化等の社会環境変化を見据えたホームや踏切における安全対策の実施 
・大規模地震や自然災害の影響拡大に備えた安全対策の深化 

レーザー光による障害物検知のイメージ 

■ 異常時への対応力 
    異常気象や様々なトラブル事象への対応力を強化 

お知らせモニター 

避難誘導訓練 

耐雪基準の強化 

ホームドア整備 

「安全報告書2016」はこちらでご覧いただけます http://www.tokyu.co.jp/csr/tkk_anzen/anzen_report_2016.pdf  

■ 迅速な情報提供 
    「東急線アプリ」の機能を

拡充したほか「お知らせモ
ニター」など様々な媒体で
事故や列車運行情報を迅速
に発信 
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環境報告書 

「環境報告書2016」はこちらでご覧いただけます http://www.tokyu.co.jp/csr/tkk_kankyo/index.html 

特集 二子玉川ライズ 
  ～自然と共生しながら多世代が心豊かに暮らせるまちづくり～ 

「水と緑と光」をコンセプトにした 
  30余年にわたる再開発事業が結実 

2015年11月、世界初となる「LEED ND（まちづくり 
部門）」ゴールド本認証を取得 

生態系の保全への貢献 

環境に配慮した街づくりに加え、公共交通の便に優れ
た立地であること、シックビル・シックハウス対策な
どを行い利用者に快適な空間を提供していること、地
震や災害などを視野に入れた対策を行っていることな
どが評価された 
 

グリーンビルディングの取り組み 

コンパクトシティを実現 

良好な自然環境に恵まれた二子玉川ライズでは、環境
への影響を最小限にするだけでなく、地域の生態系と
共生する環境づくりにも力を入れ、長期的な環境保全
に向けての継続的な努力をしている 

建物や道路などのインフラ設備において、省エネ機器
や再生可能エネルギーの採用、節水器具の採用、雨
水・中水の利用、リサイクル材や地場産材の優先的な
利用など、最新の環境配慮建築の設計手法に基づきエ
ネルギーや水消費、CO2排出の削減に取り組んでいる 

敷地の有効活用を追求した高密度な開発を行うこと
で、コンパクトシティを実現。職、住、商、遊など多
様な用途が集積する複合都市となっている 

自然環境に配慮した持続可能なまちづくり 

2016年4月、第25回地球環境大賞（グランプリ）を受賞 

2014年5月、「JHEP（ハビタット評価認証制度）」 
最高ランクAAAを取得 

自然環境と調和するまちづくりにおいて、生物多様
性の保全や回復に資する取り組みが定量的に評価さ
れた 
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社会貢献活動 

「学校法人・財団法人の活動」はこちらでご覧いただけます https://tokyugroup.jp/about/pdf/ja_pamph_foundation.pdf 

教 育 

文 化 
環 境 

国際交流 

東急グループでは、学校法人や財団法人を通じて、地域社会との関わりが深い４つの分野で
さまざまな活動を積極的に行っている 

学校法人 五島育英会 
 東京都市大学グループおよび東急自動車学校の運営 

学校法人 亜細亜学園 
 亜細亜大学の運営 

公益財団法人 五島美術館 
 五島美術館   約5,000件の美術品の保存・展覧会の開催 
 大東急記念文庫 約25,000点の貴重書保存と学術向け公開  

公益財団法人 とうきゅう環境財団 
 多摩川流域の環境保全・改善を目的とした調査・研究助成等 
 の事業  

公益財団法人 とうきゅう留学生奨学財団 
 海外留学生を対象とした奨学金給付および支援・コミュニ  
 ケーション活動  

公益財団法人 五島記念文化財団 
 オペラ・美術分野における優秀な若手芸術家への顕彰・助成 
 日本のオペラ団体による日本人原作、創作の公演への助成  

五島美術館 とうきゅう環境財団 
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外部評価 
「美しい生活環境を創造し、調和ある社会と、一人ひとりの幸せを追及する。」という 
存在理念に沿った経営が外部評価に繋がっている 

 施設・車両のバリアフリー化 
 省エネに向けた新型車両の導入 
 自社施設での自然エネルギー活用など 

経営の持続的な成長が見込まれる指標「ESG銘柄」（東京証券取引所） ESG 

社員がいきいきと輝ける環境づくり ワークスタイル・ 
イノベーション 

新・ダイバーシティ経営企業 
100選に選定 

（経済産業省） 

なでしこ銘柄5年連続選定 
（経済産業省・東京証券取引所） 

健康経営銘柄3年連続選定 
（経済産業省・東京証券取引所） 

東京都がん患者の治療
と仕事の両立への優良
な取組を行う企業表彰 
にて「奨励賞」受賞

（東京都）  女性活躍推進 
 １時間休暇導入、テレワーク拡充 
 役員及び全管理職対象のマネジ 

メントセミナー 
 東急グループ女性管理職フォー 

ラム 

※5年連続選定は 
 東京証券取引所 
 上場企業のうち 
 3社のみ 

（2020年までに女性 
 管理職目標40名） 

 健康経営の大方針に「が 
ん対策」を明示 

 復職に必要となる配慮等 
を関係者が把握 

 独自のチェックシートで 
メンタル不調の発生を予防 

 職場一丸となって「歩く」
を習慣化 

 働き方改革による所定外労
働の削減 

 働き方改革における取り組み 
 女性ワーキングチームによる

商品企画 
 若手女性社員と女性管理職の

交流会 

※3年連続選定は 
 東京証券取引所 
 上場企業のうち 
 9社のみ 
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