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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。 



73 
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 

Tokyu Corporation    

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 

社長室サステナビリティ推進部 
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 www.tokyu.co.jp/company/csr/index.html 

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 

2018年4月1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 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   ： 18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 ： ４名 
社外監査役の人数 ： ３名 
独立役員の人数 ： ６名 

2018年4月1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 
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安全報告書 

安全性を高める施設の充実 

■ ホームドア設置 
  2019年度を目標に東横線・ 
  田園都市線・大井町線の 
  全64駅に設置 

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 
    基づく事故防止の具体

策を策定 

■ 車内防犯カメラ 
  2020年の東京オリンピック 
  ・パラリンピックを見据えて 
  全車両への設置を推進 

・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 

避難誘導訓練 

「安全報告書2017」はこちらでご覧いただけます www.tokyu.co.jp/csr/tkk_anzen/anzen_report_2017.pdf 

■ 早期地震警報シス
テム 

    大規模地震発生時の
被害を防止または軽
減するための「早期
地震警報システム」
を全線に導入 

■ 障害物検知装置 
  2021年度を目標に3D式障害 
  物検知装置をすべての踏切に 
  設置（世田谷線・こどもの国線を除く） 
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環境報告書 

●● 

■ 環境方針の改定 
  持続可能な社会の実現に貢献するため、2017年に 
  環境方針を改定し、事業を通じた環境問題に取り組む 
  方針を明確にする 

■ 不動産事業 
  事業の中心である「まちづくり」 
  において、地球や周辺環境に 
  配慮した取り組みを推進 

東急電鉄の環境に関する主な取り組み 
 
鉄道事業、不動産事業などを通じて、環境に配慮したまちづくりを行う 

「環境報告書2017」はこちらでご覧いただけます www.tokyu.co.jp/csr/tkk_kankyo/index.html 

■ 鉄道事業 
 「人と環境にやさしい車両」の導入     
   により、快適性向上と環境への配慮 
   の両立に取り組む 

■ 自然共生社会への貢献 
    事業が自然環境に与える 
  影響に配慮し、汚染物質 
  の削減に取り組む 

■ 循環型社会への貢献 
  引退した車両を他社に譲渡する 
  など、資源の有効利用を図り、 
  再利用・再資源化に取り組む 

■ 環境コミュニケーション 
  次代を担う子どもたちに向けた 
  環境教育用小冊子1万部を発行し、 
  親子環境教室を開催 
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社会貢献活動 

教 育 

文 化 

環 境 

サステナビリティを具現化する取り組みの一環として社会貢献活動を継続的に実施 

五島美術館 
（美術品・貴重書の保存と公開） 

1960年開館 

とうきゅう環境財団 
（多摩川流域の環境保全・改善） 

1974年設立 

五島育英会 
（東京都市大学グループ/東急自動車学校） 

1929年設立 

とうきゅう留学生奨学財団 
（外国人留学生への奨学金給付・支援） 

1975年設立 

亜細亜学園 
（亜細亜大学） 

1941年設立 

東急文化村 
（Bunkamura等の文化施設運営） 

1989年開業 

五島記念文化財団 
（芸術分野における顕彰・助成） 

1990年設立 
 

第25回地球環境大賞受賞 
（二子玉川再開発の取り組み） 

2015年度受賞 

©K.Miura 

©産経新聞社 

東急グループ環境賞 
（環境活動の優れた取り組みを表彰） 

2008年設立 
「学校法人・財団法人の活動」はこちらでご覧いただけます tokyugroup.jp/about/pdf/ja_pamph_foundation.pdf 
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「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 

 

・連結経営人材の計画的育成 
・働く「時間」「場所」の柔軟化を実現 
・持続的成長のためのダイバーシティマネジメント 
 （2020年度までに女性管理職目標40名） 
・健康経営の定着により、誰もが健康に就業できる会社へ 
・従業員のキャリア形成とコミュニケーション活性化支援 

働きがいがある仕事と働きやすい環境 
 

・部門横断の「働き方変革プロジェクト」を展開 
・意思決定プロセス・会議の効率化 
・技術およびナレッジの蓄積と伝承の仕組み確立 
・ICT基盤整備、新技術の積極導入 
・生産性重視への管理職意識改革、労働時間マネジメント 
・イノベーション創出を支援する人事制度と機会提供 

生産性向上とイノベーション創出 

ワークスタイル・ 
イノベーション 

職住近接、子育てと仕事の両立など、働き方改革を自ら実践し、社会へ展開 
サステナブルな「人づくり」による「日本一働き続けたい会社」の実現 

外部評価 
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