
パルコグループのCSR
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編集方針

・本報告書は持続可能な社会の実現を目指すパルコグループの経済、社会、環境に関する取り組みと実績を、お客さまをはじめとした、事業にかかわ

るすべての皆さまに報告するものです。

・2012年3月に制定した「パルコグループCSR基本方針」で定めたCSR重点テーマに基づいた構成としています。

・パルコグループが2018年3月から2019年6月までの期間におこなった事例を中心に、2019年11月上旬現在の情報を掲載しています。

※ 記載されている会社名・製品名・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

※ 人名・団体名・公共機関名などは、原則として敬称を略しています。

CSR委員会 委員長メッセージ
パルコグループは、CSRの考え方の明確な定義とCSR活動の体系化によって、CSR活動の質を向上させることを目的に、「パルコグ

ループCSR基本方針」を定めています。CSRの定義を「経営理念の具現化」であると考え、３つの社会的役割である「インキュベー

ション」「街づくり」「情報発信」を通じて、ステークホルダーからの信頼と満足を得て、企業価値を高めるための取り組みを推進

しています。

社長メッセージ

私はCSRとは経営理念の具現化であり、事業基盤そのものであると考えています。「訪れる人々を楽しませ、テナントを成功に導く、

先見的、独創的、かつホスピタリティあふれる商業空間の創造」。この経営理念を、事業を通じてステークホルダーのご信頼とご満

足をいただきながら実現することが、パルコグループのCSRです。

P.3

P.2

URL: http://www.parco.co.jp/csr/

このPDFは、ウェブサイト「パルコグループのCSR」を各ページ出力したものです。
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パルコグループはCSR活動の定義を「事業を通じて、ステークホルダーの信頼と満足を得て、企業価値を高める取り組み」と考え、さま

ざまな活動を展開してきました。また、環境活動方針を定め、環境負荷の少ない商業空間の創造をはじめとした環境保全活動を推進して

います。

P.5 パルコグループが果たす3つの社会的役割
パルコグループの社会的役割である「インキュベーション」「街づくり」「情報発信」という３つの原点を時代の変化を捉えながら進

化させています。

P.6 CSR活動・重点テーマ
パルコグループは、3つの社会的役割を通じて、ステークホルダーからの信頼と満足を得て企業価値を高めるための取り組みを推進して

います。また、事業活動に則した重点4テーマ「次世代」「文化」「地域」「環境」に加え、SDGsを念頭に、サステナブルな経営を目指

すために「働き方改革」「コンプライアンス」を加え、6つの重点テーマを設定しました。ESG視点をもち、SDGsの要素を盛り込みなが

ら、6つの重点テーマに積極的に取り組みます。

2015年9月の「国連持続可能な開発サミット」において「持続可能な開発のため の2030年アジェンダ」が採択され、17の目標と169の

ターゲットからなる「持続可能な 開発目標（SDGs：Sustainable Development Goals）」が掲げられました。パルコグループは、CSR活

動を通して、さまざまな社会課題の解決に貢献していきたいと考えています。
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経営理念の具現化が私たちのCSR

　私はCSRとは経営理念の具現化であり、事業基盤そのものであると考えています。「訪れる人々を楽しませ、

テナントを成功に導く、先見的、独創的、かつホスピタリティあふれる商業空間の創造」。この経営理念を、事

業を通じてステークホルダーのご信頼とご満足をいただきながら実現することが、パルコグループのCSRです。

ここで言う先見的、独創的事業活動とは、パルコグループの社会的役割である「インキュベーション」「街づく

り」「情報発信」という3つの「原点=パルコらしさ」を時代の変化を捉えながら「進化」させることです。こ

の考え方を体系図として整理するとともに、日々の行動をより経営理念の具現化に近づけるものとして、「パル

コ社員の10の行動指針とパルコの5つの活動」を定め、社内への浸透を図っています。お客さまやテナント、株

主、そして社員などすべてのステークホルダーに満足していただける価値を創造し、提供していくことを望み、

その活動の成果として発展・成長していくことを目指していきます。

　2018年度は、新たな視点としてSDGsを念頭に、社会が共感する新しい価値を創造し、絶えず発展させること

がパルコグループの社会的役割であると認識し、6つの重点テーマを設定して積極的に取り組んできました。重

点テーマについては、事業を通じてステークホルダーの信頼と満足を得て、企業価値を高める取り組みと考え、

次世代の人材や才能を応援する「次世代」、文化で新しい価値の提供と市場を創造する「文化」、街や地域の魅

力向上に貢献する「地域」、環境負荷の少ない商業空間の創造を目指す「環境」の4つの重点テーマと、社会課

題でもある「働き方改革」「コンプライアンス」を重点テーマに加えて、サステナブルな経営を目指し取り組み

を推進しました。今後も、社会課題・要請に応じて、パルコグループの責務・役割を認識し、SDGsを念頭に3つ

の社会的役割を通じ、6つの重点テーマに取り組むことで、社会課題の解決に貢献していくことを目指していき

ます。

株式会社パルコ

代表執行役社長
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株式会社 パルコ

常務執行役

CSR委員会 委員長

阿部正明

社会・地域課題の解決に貢献

　パルコグループは、CSRの考え方の明確な定義とCSR活動の体系化によって、CSR活動の質を向上させること

を目的に、「パルコグループCSR基本方針」を定めています。CSRの定義を「経営理念の具現化」であると考

え、3つの社会的役割である「インキュベーション」「街づくり」「情報発信」を通じて、ステークホルダーか

らの信頼と満足を得て、企業価値を高めるための 取り組みを推進しています。また、CSR活動は事業活動そのも

のであると考えており、事業活動に則した重点4テーマ「次世代」「文化」「地域」「環境」を掲げ、積極的に

取り組んでいます。こうした取り組みを推進していくために、「CSR委員会」「ダイバーシティ推進委員会」

「リスクマネジメント委員会」から成るCSRマネジメント体制を構築し、CSR活動のさらなる促進を図っていま

す。

　2018年度は、SDGsを念頭に、4つの重点テーマにサステナブル な経営を目指すために「働き方改革」「コン

プライアンス」を加えた6つの重点テーマを設定し、117施策を実施しました。「次世代」については、新しい

表現を生み出すクリエイターへの支援の継続、新たなショップやブランドの発掘と育成サポートなどをおこない

ました。「文化」については、ミニシアター「アップリンク吉祥寺パルコ」を新たに開業、また、パルコプロデ

ュース・出資作品が芸術の分野で評価され、数々の賞を受賞しています。「地域」については、クラウドファン

ディングサービス「BOOSTER（ブースター）」を 通じて国内外の地域や人を支援、各店舗では地元に暮らす

方々や アーティストと連携し、地域の活性化に貢献しました。「環境」に ついては、各店舗・事業において節

電、リサイクル・リユースの取り組みを継続しました。「働き方改革」については、場所を選ばない多様な働き

方を継続的に支援するためのテレワーク拡充や新たな副業制度を導入するなど、社員の働き方の見直しに取り組

みました。「コンプライアンス」では、リスクマネジメントの体系化、コンプライ アンスの徹底を図りました。

　50周年を迎える2019年度は、今後もサステナブルであり続けるために、ESG視点をもち、SDGsの要素を盛り

込みながら、6つの重点テーマに積極的に取り組むことで社会・地域課題の解決に貢献していきます。また、渋

谷PARCOでは「周辺地域との賑わいの創出」「環境負荷低減」「多様な企業・個人との協業」に取り組みます。

ESGへの取り組み
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パルコグループは、CSRを「経営理念の具現化」であると考え、事業を通じてステークホルダーからの信

頼と満足を得て、企業価値を高めるための取り組みを推進していきたいと考えています。

CSRの考え方の明確な定義とCSR活動の体系化によって、CSR活動の質を向上させることを目的に、「パ

ルコグループCSR基本方針」を定めています。

パルコグループの企業価値向上プロセス

パルコグループは、本業を通じたCSR取り組みによりステークホルダーから共感を得て、支持されることが、企

業価値を向上させることに結びつくととらえており、そのプロセスを次のように考えています。
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CSRマネジメント体制

パルコは、CSR活動の基盤強化のため、CSR委員会、ダイバーシティ推進委員会とリスクマネジメント委員会か

ら成るCSRマネジメント体制を構築しています。

CSR委員会、ダイバーシティ推進委員会については、代表執行役社長を委員長とし、内部統制の強化と、活動の

さらなる促進を図っています。

また、企業活動に内包されるリスクの管理と、リスク発生時に迅速に対応し、事業継続をするためにグループの

横断的な管理体制の整備に努めています。

各委員会を定期的に実施し、全執行役が委員として所属し、社内各部門、グループ各社との連動により、パルコ

グループ全社員が社会とコミットし、積極的に取り組むことを推進しています。

パルコの経営理念 コーポレート・ガバナンス コンプライアンス基本理念
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PARCOは開業以来、ファッションのみならず音楽やアート、演劇など先端のカルチャーを積極的に紹介し、新し

いライフスタイルの提案をおこなってきました。そして新しい才能を持った多くの人びとの創造の場として機能

することで、社会が共感する新しい価値を創造してきました。

パルコグループの社会的役割、つまり原点である「インキュベーション」「街づくり」「情報発信」を時代や経

済環境、さらに消費行動の変化の中で、新しい試みを持って進化させることが事業を成長させる基盤となってい

ます。
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パルコグループは、CSRの取り組みは｢事業活動=本業｣を通じた活動だと定義しています。CSR活動を推進して

いく上で、ESG（Environment／環境・Society／社会・Governance／ガバナンス）の視点で捉え、課題に積

極的に対応していくことで、持続的な成長を目指しています。

「お客さま」「ご出店テナント」をはじめ、「従業員」「株主／投資家」「地域／社会」「地権者」「お取引

先」をステークホルダーととらえ、7つのステークホルダーの皆さまから共感を得て、支持されることにより、

企業価値の向上を目指しています。

社会への取り組み

お客様

お客さまからいただいたご意見などをデータ
ベース化し、これらをもとにサービスの改善
に取り組んでいます。

ご出店テナント

ご出店テナントをお互いの価値観の共有によ
ってともに成長・発展していくパートナーと
捉えています。

地域/社会

パルコでは来店されるお客さまの安心・安全
を守るため、さまざまな対応を図っていま
す。また、地域と連携したイベントなどを積
極的におこなっています。

株主・投資家の皆さま

株主や投資家の皆さまに向けた、透明性、公
平性、継続性を基本とした迅速な情報提供に
努めています。

従業員

パルコでは、社員を最も重要な資産であり、
将来の成長基盤であると考えます。

環境への取り組み

ショッピングセンター事業とそれに関連する活動分野のなかで、地球環境との関わりを重要テーマと認識し、持

続可能な社会を次世代に残していくため、環境保全活動を推進しています。そのために、パートナーであるテナ

ント企業をはじめ取引先企業と協力し、また、お客さまや地域の方々のご理解をいただきながら、環境負荷の少

ない商業空間の創造を目指します。
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パルコは、持続的な企業価値向上のためには、株主の権利・利益の保護、株主以外のステークホルダーとの円滑

な関係の構築、経営の透明性の確保および有効な経営監視体制の構築が不可欠であるとの認識から、コーポレー

トガバナンスの強化に取り組んでいます。

基本方針

地球環境との関わりを重要テーマと認識し、
持続可能な社会を次世代に残していくため、
環境保全活動を推進しています。

活動報告

省エネルギー・省資源への取り組み、環境に
関するキャンペーンへの参加や制度への登
録、環境配慮型商業施設を広げる取り組みで
す。

環境データ

インプットとして電気、ガス、水の使用量、
アウトプットとしてCO2排出量、リサイクル
率、排水量などを記載しています。

ガバナンスへの取り組み

コーポレートガバナンス

透明性の高いコーポレートガバナンス体制を
構築するとともに、迅速な意思決定・執行を
確立しています。

コンプライアンスとリスクマネジメント

業務の適正性を確保する体制を定め、コンプ
ライアンスとリスクマネジメントを推進し、
企業価値の向上に努めています。

災害時の地域社会への貢献

災害に備え、生活必需品販売に関して出店シ
ョップと事前に取り決め、災害時には、地域
や近隣の企業に対して積極的な相互支援を実
施します。
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お客様
パルコグループは、ご出店テナント、地域・社会、お取引先など、すべてのステークホルダーに向けた取り組みを

通じて、お客さまの信頼と満足を得る取り組みを進めていきたいと考えています。

サービスの向上

販売員やインフォメーションスタッフが接客の中でお伺いしたご意見などを当社スタッフが情報収集、お電話や

お手紙、メールにて頂戴したお客さまからのお褒めやお叱りの声を全社で共有し、これらをもとにサービスの改

善に取り組んでいます。また、PARCOのさまざまな情報をWebを使ってタイムリーかつ豊富に配信するなど、

積極的なWebの活用をおこなうことで、お客様とのつながりをさらに深めていきます。

トイレ・パウダールーム・授乳室の改善

お客さまのご意見を新しいトイレに反映させているほか、パウダールームの新設や改善、授乳室の設置などをお

こなっています。

PARCO_yaでは、“素の心地よさ”をテーマに、ヒノキ素材を使用し、ゆったりと心地よい時間の演出提案をおこ

ないました。

PARCO_ya 6階　お客さま用トイレ PARCO_ya 3階　ベビー休憩室

ベビーカーの貸出し

館内にベビーカーを設置し、館内で必要とされるお客さまにお貸出ししています。

救護室の設置

館内で体調が悪くなったお客さまのために救護室をご用意しております。
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喫煙室の設置

お客さま用の喫煙室を順次新設しています。

福岡PARCO新館と仙台PARCO２では、男女兼用の喫煙室に

加え、女性トイレ内に女性専用の喫煙室を設けています。

仙台PARCO２

女性専用の喫煙室は落ち着きのある空間

Webを活用した情報発信

お客さまとのコミュニケーションの一つとして、Webを活

用した情報発信を強化しています。

PARCO館内の情報をいち早く、魅力的に発信するため

に、ご出店テナントの皆さまには「パルコショップブロ

グ」をご活用いただき、約3,000のテナントが来店を促進

する情報発信をおこなっています。

また、パルコショップブログに掲載した店頭商品をWeb上

で取り置き予約と通販注文できるサービス「カエルパル

コ」や、スマートフォンアプリケーション「POCKET

PARCO（ポケットパルコ）」を運用し、Webを通じてお

客さまに24時間パルコを楽しんでいただける環境づくりに

取り組んでいます。

PARCOのポータルサイトでは、各店舗の情報や企業情

報、ニュースリリース、お知らせなどをタイムリーに公開

しています。アクセス集中時にも快適にご利用いただける

仙台PARCO2

よう改修したり、見やすさ、使いやすさに配慮してリニュ

ーアルするなど、利便性の向上に向けて、改善を続けてい

ます。
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デジタルサイネージの活用

デジタルサイネージを活用することで、情報のペーパーレス化を図っています。時間帯や季節を反映した豊かな

演出とともに、館内のセールの情報などをいち早くお伝えします。

仙台PARCO２　４Ｆフロアマップ及び全館サイン。背景のビ

ジュアルが朝・昼・夜と1日で変化するほか、季節感も演出

仙台PARCO２　レストランフロアのサイネージは、ブログと

連動していち早い情報を掲載

お客様 | 社会 | CSR | 株式会社パルコ
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ご出店テナント
パルコは、ご出店いただいているテナントの皆様とともに成長を目指す「イコールパートナーシップ」をショッピ

ングセンター事業の基本とし、ご出店テナントをお互いの価値観の共有によってともに成長・発展していくパート

ナーと捉えています。

イコールパートナーシップの実現に向けて

テナントスタッフの方々とコミュニケーションを密にとり、問題解決や新しい提案を実行することに加え、研修

の機会を充実させるなど、イコールパートナーシップの実現に努めています。

パルコ会活動

パルコは、ご出店いただいている約800社、2,050テナン

トの皆様とともに成長を目指しています。その関係性の維

持・発展を推進しているのが、 ご出店テナントで構成さ

れているパルコ会です。�パルコおよびパルコ会メンバー

は、イコールパートナーシップの精神のもと、地域への貢

献と共同の繁栄を目指して一体となって取り組みます。

ショップスタッフサポート体制

パルコでは売場に立つスタッフの皆様が、お客様を大切に

想い、自分で考え行動できるスタッフになっていただける

よう、様々な研修でサポートしています。

ニーズを汲み、お客様にお買い物を楽しんでいただく提案

ができるスタッフの接客力向上を目指した「接客研修」に

加え、新たにSNSを活用しショップのファン拡大を目指し

た「SNS研修」、スタッフの育成指導に悩みを持つ店長を

対象とした 「人材定着研修」を導入しました。スタッフ
が売場でやりがいを持って楽しく働けるよう、「リアル」

に対応した 育成研修を実施しています。

また、チーム全体の接客力向上を目的とした「チームで輝

く★接客ロールプレイングコンテスト」など、成長を確認

できる機会を用意し、各店舗が積極的に取り組んでいま

す。

チームで輝く★接客ロールプレイングコンテスト

津田沼PARCO　SNS研修

池袋PARCO　ロールプレイングコンテスト受賞者
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ショップスタッフの働く環境を改善

ショップスタッフの方々が接客に集中できるよう、働く環境の改善を推進しています。休憩スペースの刷

新や、ショップスタッフ専用の電話個室ブース、コンビニエンスストアの設置など進めています。

仙台PARCO２　従業員休憩室/電話個室ブース 名古屋PARCO　従業員休憩室/コンビニエンスストア

ICTを活用した業務負荷の軽減と接客力向上

パルコとショップをつなぐコミュニケーションツー

ル「パルコSCグループウエア」での管理業務負荷の

軽減や、売場に立つショップスタッフが全員受講す

る「オリエンテーション（入店前）研修」のWeb動

画導入により、離れることが難しい場合でも、空き

時間を活用し、いつでも学んでいただくことができ

るようになりました。

ショップスタッフ向けのWebサイト「SUTEKI

LABO（ステキラボ）」では、集合研修に参加しな

ければ学ぶことができなかった情報や、接客の見本

となる動画などをパソコン・スマートフォンから閲

オリエンテーション研修のWeb動画

覧することができます。

また、パルコのオリジナルスマートフォンアプリ

「POCKET PARCO」にご登録いただいているお客

様からアプリを通して頂いた「ショップサービス評

価（五段階評価・コメント）」を、テナントスタッ

フの皆様に毎日お届けしています。お客様からのお

褒めのメッセージやご要望などをスタッフの皆様と

共有し、日々の業務の励みや売場の改善に繋げてい

ただいています。

2017年度「POCKET PARCO接客評価サービス」実績
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パルコのクレド

パルコでは、お客さまに向けてパルコとテナントが行う全ての活動への気持ちの原点として、ショップスタッフ

行動指針=クレドを設けています。

クレドに基づき具体的な活動に取り組みながら、パルコ全体でお客さまとの接点の質的向上を目指しています。

パルコ ショップスタッフ行動指針 パルコのクレド

「パルコショップスタッフ・コンプライアンス通報窓口」

社員の通報制度に加え、テナント従業員の当社にかかわる法令・コンプライアンス違反事項に関する相談・通報

窓口を、2010年に新設しました。パルコのショップで働くすべてのテナント従業員を対象に、職場のルール違

反をなくし、テナント従業員が安心して日々の仕事に取り組むことで、より働きやすい職場を作ることを目指し

ています。

ご出店テナント | 社会 | CSR | 株式会社パルコ 13

https://www.parco.co.jp/csr/theme/credo.php


地域 / 社会

パルコは、イタリア語で“公園”を意味します。パルコグループは“公園”すなわち、「人々が集い、時間と空間を共

有し、楽しんだりくつろいだりする場（空間）」を提供し、地域や街の魅力向上に努めるとともに、先見的、独

創的な事業活動を通して、都市生活者が心豊かになる社会の実現に貢献したいと考えています。

パルコグループは、さまざま形で地域のコミュニティへ積

極的に関与することで街や地域の魅力向上に貢献し、とも

に発展していくことが重要であると考えており、P ARCO

各店舗は、出店している地域の皆さまと共存しています。

地域のクリエーターや産業をサポートする店舗企画や、近

隣商業施設・商店街などと連携したイベントの開催など、

事業活動を通じた取り組みを推進することで、地域の魅力

向上に努めています。 広島PARCO　広島ファッションウィークを主催

パルコでは来店されるお客さまの安心・安全を守るため、さまざまな対応を図っています。

「生活の安全」への取り組み

PARCOに出店している飲食店、食料品店は、それぞれ厳

重な衛生管理をおこなっています。さらにパルコでは、独

自に衛生検査を定期的におこない、厨房の衛生状態や食

品・食材の保管状況を点検しています。また、レストラン

メニューの適正表示、原材料やアレルギー物質、消費期限

などの表示についても、随時確認をしています。

第三者機関による厨房衛生検査の様子

地域と連動したイベントやプロモーション

安全・安心への取り組み
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「売場の安全」への取り組み

PARCOの売場にあるショーウィンドウなど多数のガラス

面には、万が一に備えて「飛散防止フィルム」が貼られて

います。また、大型陳列棚には転倒防止措置が施されてい

ます。

防災活動には専門のスタッフがおり、日々訓練をおこなっ

ています。各地の消防署主催の「消防技術研修会」にも積

極的に参加しており、良好な成績を収めています。 ま

た、ショップスタッフの皆様に対しても、的確な初期消火

ができるよう消火器の使用法などを指導しています。

緊急時には迅速な対応ができるよう、ショップから防災セ

ンターへの通報システムも完備しています。

さらに、迷惑行為者の事例共有などのため、防犯講習会を

定期的に開催し、防犯活動にも積極的に取り組んでいま

す。

消防訓練の様子

防犯講習会の様子

「生命の安全」への取り組み

お客さまの怪我や急な発病に備え、PARCOの警備員やメ

ンテナンススタッフは、全員が消防署による「救急救命講

習」を受講しています。またAED（自動体外式除細動器）

も全店に配備しており、操作訓練も受けています。

消防訓練の様子
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IRに関する基本方針

パルコは、株主や投資家の皆様に向けた、透明性、公平性、継続性を基本とした迅速な情報提供に努めていま

す。

金融商品取引法および東京証券取引所の定める適時開示規則等を遵守した情報の開示に努めるとともに、当社を

ご理解いただくために有効な情報を、積極的に開示しています。

パルコサイト内の「企業情報」「IR情報」を充実、メディアへの情報発信をおこない、また、国内外での説明

会、各種印刷物をはじめとするさまざまな情報媒体を通じて、株主や投資家の皆様がアクセスしやすい環境でわ

かりやすい開示をおこなうよう努めています。

さらに情報を受け取りやすくするために、RSS、facebook、Twitterによる情報発信もおこなっています。

半期ごとの決算説明会

半期ごとに決算説明会などのアナリスト説明会を開催して

います。

国内での個人投資家説明会

個人投資家の皆様に、パルコへのご理解を深めていただくため、

個人投資家説明会を不定期におこなっています。

パルコ IR情報

株主・投資家の皆さま
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パルコグループは、「人」すなわち「社員」の心と知恵によって支えられています。社員の心と知恵でお客さま

に新しい提案をおこない続け、それに共感したご出店テナントがパルコを応援し、その結果、お客さまが共感を

してくださる、と考えます。社員ひとりひとりが活き活きと能力を発揮できる環境を整えることがすべてのステ

ークホルダーに対して大切なことだと考え、多様性を担保する制度整備と風土醸成を進めています。

ダイバーシティ経営

ワークライフバランス支援の推進

人材育成の取り組み

多様な働き方、副業制度 

女性の活躍を推進

コンプライアンスの徹底

参考指標

多様な能力・個性を持った人材が活躍し協働を通じて新しい価値創造に繋げていくことが企業価値の向上・発

展・成長に寄与するものと考え、ダイバーシティ経営を推進しています。

パルコグループ横断での「ダイバーシティ推進委員会」を設置し、多様な人材が持つ個性と能力を活かすことが

できるよう、グループ間・社内の活発なコミュニケーション構築や啓蒙活動、外部組織・団体とのネットワーキ

ングを通じた風土づくりやダイバーシティの視点を活かした事業活動への貢献をおこなっています。

また、ダイバーシティ推進委員会では、多様な人材の柔軟な働き方を実現するためのトライアルを通じた新たな

制度の導入や社内研修、外部活動団体への参画を通じてダイバーシティ経営に対する意識改革をおこない、多様

な働き方に繋がるアクションをおこなっています。

【パルコグループのダイバーシティ経営に向けたビジョン】

多様な人材が、多様な働き方で、多様な提案を生むことで、選ばれる企業集団になる

【key message】

difference is value. 違いは価値

ダイバーシティ経営

従業員
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ダイバーシティ推進委員会設立の経緯

2005年度より「パルコ・ウィメンズ・ネットワーク」として女性活躍推進を目指す全社横断的なプロジェクト

を立ち上げました。2011年度からは「ダイバーシティ推進プロジェクト」として女性だけにテーマを限定しな

いダイバーシティ＆インクルージョンの活動へと幅を広げ、社内の風土づくりや意識改革のための多様な活動を

おこなってきました。

グローバル化や市場競争など急速に変化する経済環境に柔軟かつ迅速に対応するため、2014年度には、経営戦

略に則してさらに強力にダイバーシティ経営を推進するために代表執行役社長が委員長となって、パルコグルー

プ各社社長とパルコ執行役を委員とする「ダイバーシティ推進委員会」を新設しました。パルコグループ中堅社

員が実務メンバーとなり、経営層のトップダウンと現場からのボトムアップの双方からのアプローチによるダイ

バーシティ活動を、パルコグループ一体となって推進しています。

働き方の見直しと育児・介護と仕事の両立の関する施策で、社員のワークライフバランスを支援し、女性社員の

活躍を進める施策もおこなっています。

働き方の見直しの推進

フレックスタイム制

社員のワークライフバランス促進の一環として、効率的で柔軟に働ける「フレックスタイム制」を、2016年5月

全社に拡大しました。業務やプライベートの予定にあわせて日々の勤務時間を調整することが可能となり、個々

のインプットの時間が増え生産性が高まることでより大きな成果につながります。それに伴い社員の業務の効率

化や労働時間に対する意識も高まりました。「フレックスタイム制」は、以前より本部には導入済みでしたが、

店舗では一部店舗での試行を経て、全社への導入となりました。

ワークライフバランス支援の推進
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ノー残業デイ

メリハリを持った業務をおこなうために、ノー残業デイを設定し継続的に実施しています。

モバイルワーク

外出を伴う業務が多い社員を対象に、移動時間を活用するなど

時間当たりの生産性を上げるためのモバイルワークを推進して

います。また、育児や介護などの事由で働く時間に制約がある

社員には、在宅ワークを2017年3月より制度として導入し運

用を開始しています。

在宅ワーク活用に向けたシステム説明会

休暇取得促進

「しっかり働き、ゆっくり休む」環境づくりも推進しています。社員がもつ力を存分に発揮して仕事で成果を上

げるためには、充分な休養をとり次の仕事への英気を養うことが欠かせません。新しいアイディアを生み出すた

めにも休暇の取得は大きな意味を持っています。パルコでは、積極的な休暇取得のために、年間の「休暇取得促

進日」の設定や部門毎の「休暇取得促進日」の設定を推奨しています。

幹部向けセミナーの開催

働く時間を効率化して生活との両立をはかり多様な社員の成長と活躍を推進するため、幹部向けの意識変革を促

すセミナーを実施しています。2016年9月には、外部講師による「イクボス（部下の私生活とキャリアを応援し

自らもワークライフバランスを満喫しながら組織の成果を高め目標を達成する上司・経営者・管理職）セミナ

ー」を実施しました。

育児・介護と仕事の両立支援

パルコでは育児・介護と仕事の両立支援に取り組んでいます。

2007年、2012年と2015年には、次世代育成支援対策推進法に基づき、雇

用環境の整備について適切な行動計画を策定・達成した「基準適合一般事業

主」として認定を受け、「くるみん」マークを取得しました。これら制度の

整備と社内の雰囲気醸成の結果、産休・育休後2012年度以降の復職率は

100%となっています。

また、2017年1月の育児・介護休業法改正に伴って、両立支援制度の改定を

行うとともに、一部制度では法定の基準以上に拡充をはかっています。

法定の基準を上回る制度

※特に記載のないものについても、法定基準を満たした制度を整えています。
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２）出産時に利用できる制度

配偶者出産休暇
配偶者（事実婚などを含む）の出産時、3日間の有給休暇を取得で

きます

３）育児・介護期間中に利用できる制度

育児休職 育児

子が１歳を迎えた次の4月10日まで休職が可能です。（正社員）

保育園に入所できないなどの理由がある場合、子が1歳6か月を迎

えるまで休職が可能です

介護休職 介護
対象家族1人につき通算1年までの期間、3回まで分割して休職でき

ます

復職部門希望制度
育児

介護

育児・介護休職からの復職時、復職部門を希望することができま

す。復職から原則2年間は異動対象となりません

育児時間 育児
子が1歳を迎えるまで、1日あたり1時間まで有給扱いでの勤務時間

短縮が可能です

育児のための勤務時間短

縮
育児

子の中学校就学前まで、1日あたり2時間までの勤務時間短縮が可

能です

介護のための勤務時間短

縮
介護

介護が継続する間、期間や回数の制限なく、1日あたり2時間まで

の勤務時間短縮が可能です

時短・休日選択制
育児

介護

1日あたり2時間までの勤務時間短縮分を、休日に換算して取得す

ることができます。時短と休日の併用も可能です

勤務地域選択制度
育児

介護

育児は子が高校生就学前まで、介護は対象家族の介護が継続する間

は、転居を伴わない範囲で勤務地域の選択を行うことができます

退職者の再雇用制度
育児

介護

育児・介護事由での退職時に申請して認められた場合、退職から3

年以内は再雇用制度の適用を受けられます

2020年6月までの間を第4期「一般事業主行動計画」期間とし、「両立支援制度の利用促進と雇用環境の整備、

働き方の改善」の目標への対策として、「働き方の見直しの推進」「育児（・介護）と仕事の両立支援制度の周

知強化と推進」を制定しています。

次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」

１）妊娠中に利用できる制度

妊娠中の勤務緩和 1日あたり1時間まで、有給扱いでの勤務緩和適用が可能です

失効年次有給休暇の復活 前年度に失効した年次有給休暇を、復活させて取得できます
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人材育成の取り組み

社員一人一人のモチベーション向上とスキルアップを目指し、各キャリア・各分野に応じた教育プログラムを実

施しています。また、多くの職務を経験し、広い視野と変化対応能力を体得するために、パルコでは、定期異動

により様々な部門/業務/地域を経験する教育ローテーションをおこなっています。様々な業務経験を通じ、適性

や能力に応じてキャリアアップできる仕組みを導入しています。

研修制度

経験を通じて学ぶローテーション制度に加え、様々な研修や学習機会をもうけ、社員の能力開発をサポートして

います。

主な実施研修

１）新入社員

入社前学習(eラーニング、研修旅行)、配属前研修(約2ヶ月間)、フォローアップ研修

２）若手中堅社員

ビジネススキル研修、チューター(新入社員育成)研修、異業種交流研修、ビジネススクール通学支援、外部公開

セミナー受講支援、次世代リーダー研修

３）その他

各部門専門スキル研修、マネジメント研修、マーケット視察研修、eラーニング・通信教育、資格取得祝金・受

験料支給、女性リーダー育成研修

従業員一人一人が活き活きと能力を発揮できる環境を整えることが大切なことだと考え、多様性を担保する制

度・環境の整備と風土醸成を進めています。

場所を選ばない働き方を支援

ICT活用・拡充によりコミュニケーションの促進と業務の

高速化・高密度化を推進しています。

多様な働き方、副業制度
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・クラウドサービス導入など社内グループウエア刷新

・全社員へのモバイルパソコン・スマートフォンの配布

・社内交流とフレキシブルな働き方を推進

（Webミーティングを拡大、フリーアドレス一部導入、フリー

ワーキングスペース・コンセントレーションエリア設置）

副業制度

2019年2月より、新しい働き方の１つとして、副業制度を導入しました。

＜制度のポリシー＞

副業を始めとする社外での経験は、社員の成長機会であり、社員の成長は会社の成長に繋がります。

副業は、当社の多彩な社員の才能の発揮機会となり得ます。

＜目的と期待する効果＞　

（ 目的 ）

・社員の成長・自律促進

・社内活性化（イノベーションの促進）

・多様な人材の保持・獲得

・多彩な才能の発揮機会

（ 期待する効果 ）

　〇副業で、社外を経験することによって

・競争意識が刺激され、イノベーションが促進

・社員の視点・人脈が拡大し、社内変革に繋がる

〇副業が可能になることで

・働きながら自己実現が可能に

・多様な人材の獲得を促進

パルコグループでは、女性の活躍を推進することは重要な課題と捉え、キャリア研修、マネジメント研修、ワー

クライフマネジメントの社内浸透を図り、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（通称「女性活

躍推進法」）への対応にも取り組んでいます。

パルコでは、女性の活躍を推進するために、様々な施策を講じていきます。

女性が働きやすく貢献できる環境のため、全社的な「労働時間の短縮＝有給休暇の取得推進」に取り組むほか、

女性の活躍を推進
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活躍をさらに促進し「女性管理職比率の向上」につなげるために、女性管理職候補者の育成やキャリア意識向上

機会の提供、時間制約のある社員が働きやすい職場の整備など、「女性の職業生活における活躍の推進に関する

法律」に対応した行動計画を策定しました。

年次有給休暇取得日数平均は2014年度の5日を2020年度までに10日にすること、管理職に占める女性比率は

2015年度3月時点の11％を2020年3月には20％以上にすることを目指し、取り組んでいきます。

女性活躍推進法に基づく行動計画

異業種合同企画への参加

仕事と女性のキャリア育成や、ワークライフバランスにつ

いて考える異業種合同企画などに積極的に参加し、情報共

有をおこなっています。

仕事と子育ての両立を目指す女性向け座談会

パルコは「コンプライアンス基本理念」で、パルコの全役員、全社員は、業務遂行に当たり、国内及び海外の各

種法令、社会ルール、社会的規範及び社内諸規程を遵守し、公正で透明性の高い企業活動をおこなうことを定め

ています。

また、改正個人情報保護法やソーシャルメディアとネット炎上などをテーマにコンプライアンス研修をおこなう

とともに、全社員を対象にハラスメント研修を実施し、ハラスメントに対する知識の向上による未然防止に取り

組んでいます。

さらに、グループ各社内の法令違反行為などの通報を受け付け、腐敗防止と、不正行為などの早期発見と是正を

図り、より良い会社を作っていくことを目的に、複数の内部通報制度を整備しています。

コンプライアンス基本理念

コンプライアンスの徹底
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男女別社員数／女性比率推移（正社員・契約社員 計）

採用者数の推移、男女内訳と比率（新卒／中途、正社員／契約社員にかかわらず、新たに採用された社員）

参考指標(株式会社パルコの実績）
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女性管理職比率の推移

勤続年数の推移（各年度末）
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パルコグループは、ショッピングセンター事業とそれに関連する活動分野のなかで、地球環境との関わりを重要

テーマと認識し、持続可能な社会を次世代に残していくため、環境保全活動を推進してまいります。そのため

に、パートナーであるテナント企業をはじめ取引先企業と協力し、また、お客さまや地域の方々のご理解をいた

だきながら、環境負荷の少ない商業空間の創造を目指します。

行動指針

環境保全活動

1. パルコグループすべての店舗及び事業所において、環境に配慮し省資源・省エネ化を進めます。環境への取り

組みについて定期的に検証を行い、継続的な改善を実施します。

2. 商業施設の使用エネルギーの大半を占める電気使用量の削減に取り組みます。特に、ショッピングセンターの

営業に欠かせない空調機・昇降機・照明器具など各種設備機器の省電力化に努め、さらに最新技術の導入など

により、効率的なエネルギー使用を目指します。

3. パートナーであるテナント企業などと協力しながら、冷房温度の緩和など館内温度適正化、設備機器の運転時

間の適正化による省エネを継続します。

4. パートナーであるテナント企業などと協力しながら、リサイクル・リユースの推進と廃棄物の排出抑制に取り

組み、環境負荷を低減すべく努めます。

5. 店舗の計画においては、建築・設備・内装デザインの全てに渡って、環境負荷の少ない新しい商業施設の創造

にチャレンジします。

地域活動

6. 地域社会の一員として、社会貢献活動に積極的に参加し、ホスピタリティあふれる街づくりに貢献します。

イベント活動

7. パルコグループが主催するイベントや販売促進活動においても、環境テーマを取り入れたキャンペーンを積極
的に実施します。

社員意識と教育

8. パルコグループの全社員は、自身が環境保全活動の当事者であることを意識し、リサイクル・省エネ・ゴミの

分別など、職場・家庭を問わず環境改善につながる活動を率先して行います。

また、パルコグループは、パートナーであるテナント企業などと連携しながら、この活動が促進されるように

社員に働きかけ支援します。

法令遵守

9. 地域社会の一員として、社会貢献活動に積極的に参加し、ホスピタリティあふれる街づくりに貢献します。

基本方針

基本方針 | 環境 | CSR | 株式会社パルコ 26



館内空調温度の緩和

フロア毎・時間帯別に館内温度を実測し適切な温度管理を

徹底しています。年間を通じて空調の間欠運転や外気取入

量の最適化を積極的に行い、省エネルギー化に取り組むこ

とで、電力使用量を削減し、CO2排出量の削減を進めてい

ます。

店舗入口ステッカー

照明LED化の推進

LEDを中心とした省エネ型照明器具の積極的な導入によ

り、器具自体から発する熱量の抑制と、CO2排出量の低減

に努めています。2012年以降PARCO各店の共用部におい

て、高効率照明や蛍光灯を除き、集中的にLED化を実施し

ました。

また、各ショップ区画においても、改装などのタイミング

で着実にLEDの導入を進めていただいています。
LED化した店内共用通路

ショップにおける環境負荷の軽減

ショップの新規出店や改装時に店舗設計段階から電気支給容量の抑制を図っているほか、グループ会社で

あるパルコスペースシステムズ連動のもと、各ショップの省エネ診断や省エネサポートを実施するなど、

省エネ化を推進しています。

リサイクル・リユースの推進

テナント企業のご協力のもと、事業所ゴミの減量・再資源

化に積極的に取り組んでいます。プラスチックハンガーの

再利用や、ダンボール、廃油の100％リサイクル、生ゴミ

の肥料化によるリサイクルなどを積極的に実施していま

す。

さらに廃棄物計量器を利用し、テナント毎の品目別排出量

の見える化を推進、リサイクルできる品目は確実にリサイ

クルしていく体制を整備しています。

省エネルギー・省資源への取り組み

浦和PARCO 廃棄物計量器

活動実績
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省エネ設備の導入

PARCO全店舗を対象に、春期・秋期・冬期の外気冷房の採

用、省エネランプの導入やスイッチタイマーによる節電に

取り組むとともに、節水型バルブ、トイレ擬音装置、自動

節水センサー導入などによる節水に努めています。また、

井戸設備による地下水の汲み上げや、湧水・中水・雨水を

清掃し、トイレ排水などへの再利用にも取組んでいます。 

名古屋PARCO 、浦和PARCO、札幌PARCOではコ ージェ

ネレーションシステムを採用し、発電により生じた廃熱を

給湯・プールなどに有効利用しています。

中水設備

グリーン電力証書の調達

一部店舗では、太陽光などの自然エネルギーで得られた電力の付加価値を証書化した「グリーン電力証

書」を調達しています。将来のCO2排出量の削減義務履行時に活用していく予定です。

Fun to Shareへの企業登録

「Fun to Share」とは、2014年3月に環境省が開始した

企業や国民一人ひとりが実戦しているCO2削減のための

「情報・技術・知恵」を、広く共有して連鎖的に広げてい

くことで低炭素社会を目指す環境キャンペーンです。

パルコも環境方針を定め省エネルギーに取組んでおり、同

Fun to Share　ロゴマーク

キャンペーンに企業登録を行い環境取り組みを宣言いたし

ました。

クールシェア・ウォームシェアスポットに全国のPARCO
を登録
「クールシェア」・「ウォームシェア」とは、一人1台の

エアコン使用をやめ、みんなで涼しい、または暖かい

場所に集まってシェア（共有）し、地域全体で節電を

行うキャンペーンです。 PARCOは全店舗クールシェ

ア・ウォームシェアスポットとして登録されています。

環境に関するキャンペーンへの参加や制度への登録

活動実績 | 環境 | CSR | 株式会社パルコ 28



調布PARCO　消灯前（左）消灯後（右）

ライトダウンキャンペーンへの参加

環境省が中心となり、建物の照明を消してCO2排出量の削

減を呼びかける「ライトダウンキャンペーン」に、

PARCO全店で参加しています。

ライトダウンキャンペーンは毎年夏至（6月21日頃）とク

ールアースデー（7月7日）に開催されており、PARCO各店

でも、屋上照明や看板照明などを一斉に消灯しています。

武蔵野市Ecoパートナーとして認定

吉祥寺PARCOは、「武蔵野市Ecoパートナー」として表彰、認定されています。この認定制度は、東京都武蔵野

市が事業系廃棄物の減量を促進するため、雑誌、生ゴミの資源化などで一定基準に適合した事業者を表彰、認定

するものです。

調布エコ・オフィスゴールドランクに認定

調布PARCOの事務所は「調布エコ・オフィス」ゴールドランクに認定されています。「調布エコ・オフィス」は

地球に優しい事業所づくりを応援するための調布市による認定制度です。積極的にごみ減量、リサイクル、意識

啓発に取り組んでいる事業所をゴールド、シルバー、ブロンズの三段階で表彰、認定しています。

Pʼes Lighting（ピースライティング）

パルコスペースシステムズでは、環境負荷低減に配慮

したオリジナル照明器具「Pʼes Lighting」を他社との

協業により開発し、販売しています。Pʼes Lightingを

LED照明などと組み合わせ、ECOをテーマとしたデザ

インや内装工事、ビルメンテナンスをトータルで提案

しています。

環境配慮型商業施設を広げる取り組み

照明コンサルティングの実施

パルコスペースシステムズでは売場それぞれの特性を考慮した照明計画をおこなうとともに、ショップを含めた

照明面での設計管理をおこなうことで、施設全体の環境のイメージを統一し、お客さまにとって心地よい商環境

構築の提案をおこなっています。

最新LEDの比較検証会実施

パルコスペースシステムズではクライアントの求める

空間条件に見合った最適な照明計画を提供するため

に、メーカーなどと協力しLED照明器具の比較検証会

を定期的に実施して、最新器具をはじめ、様々な照明

器具の性能および省エネ効果を検証しています。

照明コンサルティングの実施

パルコスペースシステムズでは売場それぞれの特性を考慮した照明計画をおこなうとともに、ショップを含めた

照明面での設計管理をおこなうことで、施設全体の環境のイメージを統一し、お客さまにとって心地よい商環境

構築の提案をおこなっています。

最新LEDの比較検証会実施

パルコスペースシステムズではクライアントの求める

空間条件に見合った最適な照明計画を提供するため

に、メーカーなどと協力しLED照明器具の比較検証会

を定期的に実施して、最新器具をはじめ、様々な照明

器具の性能および省エネ効果を検証しています。
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「ISO50001」認証取得による継続的な維持・改善

パルコスペースシステムズの本社は、エネルギーパフォーマンス、エネルギー効

率や省エネルギーの継続的改善を図ることを目的とした国際規格である

「ISO50001」について、一般財団法人日本品質保証機構(JQA)より認証を取得

しています。

これは、設計・施工・ビルマネジメント業界内では初の認証取得です。今後もこ

れを活かし、環境負荷やエネルギーコストの低減に配慮した提案を積極的に進

め、業務受託の拡大を目指します。

コピー用紙使用量の削減

パルコの事務所では、コピー用紙の両面印刷やNアップ印刷（複数ページデータを1ページにレイアウトしてプリ

ントすること）、ミスコピー用紙の裏紙印刷を推進しています。

また、複合機から出力する際に社員番号を入力し、印刷のミスを防ぐシステムや、社内手続き書類や掲示文書な

どのオンライン化など、ペーパーレスシステムを構築し、コピー用紙使用量の削減に努めています。

環境に配慮した商品の購入

コピー用紙は環境負荷低減につながるものを優先的に選んでいます。文房具や各種ファイル、DVDディスクなど

社内事務用品の一部は、グリーン購入法に対応したものを購入しています。

また、カーボンオフセットを設定した洗剤、ワックスなどの清掃用品の購入を進め、CO2削減に寄与していま

す。

ペットボトルキャップの回収

NPO法人「Reライフスタイル」を通じてペットボトルキャップをリサイクル資源として売却し、利益をワクチン

募金として国際支援団体「NPO法人　世界の子どもにワクチンを　日本委員会」に寄付しています。

クールビズ・ウォームビズ

社内での働きかけ

空調エネルギー使用を削減するために、社内事務所の室温設定を夏期・冬期それぞれで設定し、クールビズおよ

びウォームビズを実施しています。

社員にはノーネクタイ・ノージャケットのほか半そでシャツやポロシャツなど、夏期の職場環境において快適に

仕事ができるスタイルを奨励しています。

空調エネルギー使用を削減するために、社内事務所の室温設定を夏期・冬期それぞれで設定し、クールビズおよ

びウォームビズを実施しています。

社員にはノーネクタイ・ノージャケットのほか半そでシャツやポロシャツなど、夏期の職場環境において快適に

仕事ができるスタイルを奨励しています。
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活動実績をもっとみる 活動実績 環境データ

社員の意識向上

パルコでは、社員一人ひとりが身近な問題として環境について考える機会となる

よう、環境省主催の「チャレンジ25キャンペーン」及び「Fun to Share」に参

画するとともに、東京商工会議所主催の「環境社会検定試験®（eco検定）※」

の受験を社内で奨励しています。

検定については、受験料の全額支援並びにテキストの配布・貸出しを行い、社員

が受験しやすい社内制度を設けています。 

※環境社会検定試験®は東京商工会議所の登録商標です。
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電気使用量

ガス使用量

2015～2018年度のガス使用量の増加は空調のGHP※、ガスコージェネレーションなどの導入によるも

のです。それにより電気使用量が削減され単位あたりのエネルギー使用量の削減を図っています。

インプット

※GHP（ガスヒートポンプ）は、室外機の圧縮機をガスエンジン駆動し、ヒートポンプ運転によって冷

暖房を行なう空調システムです。

環境データ
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総水使用量

CO2排出量

廃棄物排出量

リサイクル率

最終処分量

アウトプット

廃棄物排出量と最終処分量の削減取り組みを継続した結果、リサイクル率は毎年向上しています。
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排水量

2014年度の排水量の増加は、一部店舗において湧水が増加したことによります。

既存店前年比については、前年同月に営業実績のある店（ビル）の合計値です。 

仙台PARCO２（2016年度開業）、 渋谷PARCO（2016年度一時休業）、千葉PARCO（2016年度閉

店）、大津PARCO（2017年度閉店）、PARCO-ya（2017年度開業）、錦糸町PARCO（2019年度開業）

を除き算出しています。

なお、廃棄物排出量・リサイクル率・最終処分量以外の環境データ数値はテナント区画を除いたもので

す。
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基本的な考え方

当社は、持続的な企業価値向上のためには、株主の権利・利益の保護、株主以外のステークホルダーとの円滑な

関係の構築、経営の透明性の確保および有効な経営監視体制の構築が不可欠であるとの認識から、コーポレート

ガバナンスの強化に取り組んでいます。

経営における監督機能と執行機能の分離を明確化し、透明性の高いコーポレートガバナンス体制を構築するとと

もに、迅速な意思決定・執行を確立するため、指名委員会等設置会社形態を採用しています。

当社は、2016年に「コーポレートガバナンスに関する基本方針」を定めました。本基本方針は、当社の経営理

念に基づき、お客様やテナント、株主等のステークホルダーに満足していただける価値を創造し提供していくこ

とで、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するために、最良となる当社のコーポレートガバナンス

に関する基本的な考え方を定めたものです。

コーポレートガバナンスに関する基本方針 ［PDF］ 344 KB (2018.7.26)

コーポレートガバナンス報告書 ［PDF］5.3 MB (2019.10.04)

当社のコーポレートガバナンス体制の概要

社外取締役メッセージ

内部統制・リスク管理体制

株主を含むステークホルダーとの関係

独立社外取締役の独立性判断基準および資質

関連当事者間の取引

取締役会全体の実効性の分析・評価

役員のトレーニング方針

取締役の選任理由と活動状況

役員報酬の考え方

株式の保有方針

議決権行使基準

株式の保有状況
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当社のコーポレートガバナンス体制の概要

取締役会

会社の持続的な企業価値向上のため、株主に対する受託者責任、説明責任をふまえ、企業戦略の方向付けや、リ

スク管理体制の環境整備および指名委員会・監査委員会・報酬委員会と連携し、取締役・執行役に対する実効性

の高い監督を行います。

取締役会の構成

指名委員会で定めている役員選任基準に基づき、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で

構成しています。半数以上を独立社外取締役とし、取締役会の機能が最も効果的・効率的に発揮できる適切な員

数を維持しています。

役員選任基準は「コーポレートガバナンスに関する基本方針」で開示しています。
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委員会

当社では、指名委員会等設置会社として、当社取締役で構成される指名委員会、監査委員会、報酬委員会を設置

しています。各委員会は、それぞれの権限に基づき経営監督および取締役会報告を行います。また、各委員会の

活動を補佐するために、経営陣から独立した委員会事務局を設置し、専従スタッフを配置しています。

指名委員会

指名委員会は、取締役の選解任に関する株主総会に提出する議案内容の決定、取締役会に対する代表執行役・執

行役候補者の推薦、解任提案をする権限を有します。3名以上の取締役で構成し、過半数を独立社外取締役としま

す。

監査委員会

監査委員会は、取締役・執行役の職務執行の監査、会計監査人の選解任・不再任に関する株主総会に提出する議

案内容の決定をする権限を有します。3名以上の取締役で構成し、原則として独立社外取締役とします。

報酬委員会

報酬委員会は、取締役・執行役の個人別報酬内容を決定する権限を有します。3名以上の取締役で構成し、過半数

を独立社外取締役とします。

執行役・経営会議

執行役は、取締役会の決定した基本方針に基づき、具体的な業務執行を行います。経営会議は、代表執行役社長

が具体的な業務執行上の意思決定をするための審議機関とします。

外部会計監査人

実効性のある監査を行うため、監査委員会は外部会計監査人の評価の確認及び独立性・専門性の確認を行うと共

に、外部会計監査人は代表執行役社長とコミュニケーションを取り、監査委員会と連携して不正や誤謬などへの

対応協議を行っています。
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 高橋　廣司（たかはし　ひろし）

社外取締役（独立役員）

パルコは、経営における監督機能と執行機能の分離を明確化し、透明性の高いコー

ポレート・ガバナンス体制を構築するとともに、迅速な意思決定、業務執行を確立

するために「指名委員会等設置会社」の形態をとっています。「指名委員会等設置

会社」における社外取締役の役割には、①経営方針・経営改善に関する助言、②経

営の監督機能、③利益相反の監督機能、④取締役会の透明性の確保があります。こ

れらの役割を踏まえて、中長期に持続的な企業価値向上を果たすため、社外取締役

の心構えとして特に次の2点に留意して行動しています。まず、必要であると判断

すれば、経営者に対して社内では言いづらい問題点などをズバリと指摘することで

す。次に企業成長のためにコーポレートガバナンス・コードの目指す「攻めのガバ

ナンス」を実効的に構築・維持すべく、経験の異なる社外取締役同士のチームワー

クを重視することです。

報酬委員会議長

 中村　紀子（なかむら　のりこ）

社外取締役（独立役員）

日本は女性の就業率が81％とアメリカを抜きましたが、男女格差はまだまだ各界

にあります。その一つは女性の大半がパート、非正規労働者だからです。

もし男性と同じ労働時間で同じ賃金をもらったとしたら日本のGDPは15％上がる

と言われています。私は女性管理職の育成から始まり、働く女性の子育てと介護支

援サービスを30年間以上してきましたが、パルコの社外取締役として、女性が活

躍できる風土づくりや子育て中のお客さまも気軽にお店に足を運んでくれる環境整

備に尽力をしています。パルコはエネルギーに満ちた若い社員が多く、取締役や執

行役が決して意見を押し付けることなく調整役のリーダーとして活躍しています。

これからも女性にも同じチャンスを与え、次世代育成を積極的におこなってまいり

ます。

監査委員会議長

社外取締役メッセージ
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 関 忠行（せき　ただゆき）

社外取締役（独立役員）

パルコを含む小売を取り巻く経営環境には厳しいものがあります。かかる厳しい環

境下、パルコは他社とは異なる独自の競争力を維持していく力を持っていると感じ

ています。その競争力の源泉は強固な財務基盤に加えて、社員および経営陣の創造

性、独自性、社会との関わり方、等々だと考えています。このような独自の競争力

が失われないように、また人材を含む経営資源配分戦略が最大限効果を発揮できる

ように、そしてその結果として中期経営計画が達成できるように経営をしっかりモ

ニタリングしていきたいと考えています。モニタリングを効果的にするために重要

なのは、社外役員として、より一層社員や経営陣とのコミュニケーションを深め当

社に対する理解を深めていくことです。そして、それが社外役員の責務であるとい

う考えを持ってやっていく所存です。

内部統制・リスク管理体制

当社は、業務の有効性および効率性、財務報告の信頼性、事業活動にかかわる法令等の遵守ならびに資産の保全

等において、当社および当社グループの業務の適正性を確保する体制を定め、企業価値の向上に努めます。

リスク管理体制

リスクマネジメント委員会が中心となり、企業活動に内包するリスクの洗い出し、リスク評価、対策の検討、社

内啓蒙活動を行うと共に、緊急時の対策本部の設置、情報管理などリスクの発現時に迅速に対応できる社内横断

的な管理体制の整備に努めています。

コンプライアンス体制

全社員が遵守し実践すべき「コンプライアンス基本理念」、「行動規範」を制定しているほか、全役員・全社員

にコンプライアンス活動の指針を盛り込んだ「パルコ社員ハンドブック」を配布するなど、社内啓蒙活動を進め

ています。また、当社グループの社内通報制度を設け、通報窓口に第三者機関を利用するなど、法令違反行為な

どに関する適正な通報処理の体制をとっています。

内部監査体制

当社グループの内部監査業務機能の強化を図るため、グループ監査室を設置しており、専任の執行役のもと、監

査計画に基づき当社グループの業務全般にわたる合法性、合理性、リスク管理状況の監査を行っています。さら

に、監査委員会・グループ子会社の監査役と随時監査情報を交換しながら効率的な監査に取り組んでいます。

指名委員会議長
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株主を含むステークホルダーとの関係

株主の権利及び平等性の確保

当社は、持続的な企業価値向上のためには株主の権利・利益の保護が不可欠であると認識し、少数株主を含む株

主の権利の確保、株主総会での議決権行使のための環境の整備や、資本政策及び関連当事者間の取引等の株主の

利益を害する可能性のある取引についての監督を行っています。

株主以外のステークホルダーとの適切な協働

当社は、株主以外のステークホルダーとの円滑な関係の構築のため、経営理念・行動指針の策定や女性の活躍促

進を含むダイバーシティの推進、コンプライアンス経営の強化に取り組んでいます。

CSRの取り組み

当社グループのCSR（企業の社会的責任）活動の推進に加え、内部統制の強化を図るため、CSR委員会を設置し

ています。CSR委員会は、当社グループにおけるCSR活動の指針づくり、行動計画づくり、社外広報支援、社内

情報共有の推進、外部企業・団体との協働に向けた取り組みの推進を行います。

国内グループ各社社長並びに全執行役によるディスカッションの実施や、ダイバーシティ推進委員会、リスクマ

ネジメント委員会・社内各部門・グループ各社との連動により、全社横断で活動を進めています。

女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保・ダイバーシティ推進

当社グループにおいてダイバーシティへの全社的な取り組みを推進するため、ダイバーシティ推進委員会を設置

しています。ダイバーシティ推進委員会は、多様な価値観や能力、文化を受け入れ活用する企業風土の醸成に向

けた取り組みを行います。女性の活躍も重要な課題と捉え、経営幹部やリーダー層への女性登用を積極的に行う

など、女性の活躍を促進しています。国内グループ各社社長並びに全執行役によるディスカッションの実施や、

社内各部門・グループ各社との連動により、全社横断で活動を進めています。

内部通報制度

コンプライアンス経営の強化を図るため、法令等違反行為に関する通報の適正な処理の仕組みを定める当社グル

ープの社内通報制度を設けており、通報窓口に第三者機関を利用するなど、法令違反行為などに関する適正な通

報処理の体制をとっています。また、通報者及び通報内容の調査協力者に対し、通報を行ったことを理由とした

解雇その他いかなる不利益取扱いも行いません。

独立社外取締役の独立性判断基準および資質

当社は、東京証券取引所および日本取締役協会の定める独立性判断基準を基に、当社の独立社外取締役の独立性

判断基準を策定し、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」にて開示しています。
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関連当事者間の取引

当社は、当社および子会社を含むすべての役員に対し、関連当事者間取引の有無について確認をするアンケート

調査を実施し、当社と当社役員および主要株主などとの取引状況を取締役会にて報告し、関連当事者間の取引の

適正性について管理する体制を構築しています。当社と取締役・執行役との間の利益相反取引については、法

令・取締役会規則に基づき、取締役会の承認を得るものとします。

取締役会全体の実効性の分析・評価

当社は、取締役会の実効性向上のため、全取締役を対象とした取締役会の実効性評価を実施しています。評価プ

ロセス、評価ポイント、結果および導かれた改善点について、下記に開示します。

（i）評価プロセス

委員会事務局および取締役会事務局にて、全取締役を対象に、取締役会の実効性評価についてのアンケート調査

とヒアリングを個別に実施しました。

（ii）評価ポイント

取締役会の構成、議論状況、議題、運営・サポート体制等に関する現状および昨年度評価時からの改善状況に関

する評価、今後の取締役会の実効性を高めるための意見集約を行いました。

（iii）2019年1月～2月に実施した実効性評価の結果

2018年度に本質的議論の確保・議案選定、情報提供・回答体制充実、執行サイドとのコミュニケーション強化

等の対応策を実施した結果、2018年度は全体的に高い評価水準にあり、指名委員会等設置会社として取締役会

の有効性は確保されている。特に高い評価が得られた項目としては、「取締役会の議案選定、本質的議論体制」

「取締役会の構成」「取締役会の時間設定、年間開催数」となりました。

（ⅳ）さらなる実効性向上に向けた今後の改善点

１．取締役の社内理解の更なる促進、執行サイドとの双方向コミュニケーション機会の確保

２．経営戦略、財務政策等重要度の高い戦略的テーマにおける本質的議論の充実

３．上記議論に向けた、執行の企画提案力向上、資料のポイント明確化

評価結果については取締役会にて共有し、実質的な議論を行いました。また、取締役会の実効性評価について

は、評価、分析、議論、改善を継続して繰り返すことで、取締役会が変化し、実効性の向上に繋がると考え、毎

年実施します。
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社内取締役を含む新任の執行役については、取締役・執行役の役割や義務、責任、会社との契約形態および関連

規程などの説明を就任時に実施します。就任後には、コンプライアンス研修会などを開催しています。また、新

任の社外取締役については、会社概要、経営理念、経営状況、コーポレートガバナンスに関する事項および関連

規程などの説明を、就任時に実施します。さらに就任後は、当社への理解を深めることを目的に、当社の事業活

動、小売業界の動向、当社の経営環境などについて、継続的な説明や店舗の視察などを実施しています。

取締役の選任理由と活動状況

パルコでは取締役の半数以上を社外取締役で構成しており、社外取締役は取締役会、各委員会への出席を通じ

て、執行役の職務執行の監督など、内部統制の有効性向上に努めています。

取締役

氏名 選任理由

牧山浩三

長年にわたり店舗統括部門に携わり、2011年5月から代表執行役社長に就任し、広く

当社事業全般に関する豊富な経験を有しているほか、2008年5月以降、当社取締役と

して取締役会における協議・検討に積極的に貢献しており、これまでの経験と実績に

基づく経営の監督とチェック機能を期待したためです。

平野秀一

長年にわたり店舗統括部門、コーポレート部門に携わり、2008年3月から代表執行役

社長、2011年5月から専務執行役に就任し、広く当社事業全般に関する豊富な経験を

有しているほか、2008年5月以降、当社取締役として取締役会における協議・検討に

積極的に貢献しており、これまでの経験と実績に基づく経営の監督とチェック機能を

期待したためです。

澤田太郎

株式会社大丸松坂屋百貨店の取締役兼常務執行役員を務め、経営および小売事業につ

いて豊富な経験、実績、見識を有しており、取締役として、当社の事業における執行

役による円滑かつ適正な業務の執行に対し、企業経営の経験を生かした有益な助言を

期待したためです。

社外取締役

社外取締役各氏は経営を監督する立場にあり独立性を十分有していることから、独立役員として指定いたしまし

た。

役員のトレーニング方針
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氏名 選任理由 主な活動状況（2018年度）

高橋廣司

公認会計士（元新日本有限責任監査法人シニアパ

ートナー）および株式会社プロネットの代表取締

役社長であり、その経歴を通じて培われた財務・

会計に関する専門的な知識、経験、見識に基づく

経営の監督とチェック機能を期待したためです。

2011年5月から当社社外取締役を務めていま

す。

当期開催の取締役１４回のう

ち１３回に、また監査委員会

１３回のすべてに出席し、必

要に応じ、主に公認会計士と

しての専門的見地から発言を

おこなっています。

中村紀子

株式会社ポピンズホールディングス代表取締役会

長及び株式会社日本経済新聞社経営アドバイザリ

ーボードメンバーであり、その経歴を通じて培わ

れた経営者としての知識、経験およびグローバル

な視点での見識に基づく経営の監督とチェック機

能を期待したためです。2014年５月から当社社

外取締役を務めています。

当期開催の取締役会14回のう

ち11回に、また監査委員会13

回のうち10回に出席し、必要

に応じ、主に経験豊富な経営

者の観点から発言をおこなっ

ています。

関忠行

長年にわたり伊藤忠商事株式会社の経営に携わっ

たことで培われた経営者としての知識、経験およ

びグローバルな視点での見識に基づく経営の監督

とチェック機能を期待したためです。2016年５

月から当社社外取締役を務めています。

当期開催の取締役会14回およ

び監査委員会13回のすべてに

出席し、主に経験豊富な経営

者の視点とグローバルな知識

や見解に基づき発言をおこな

っています。

役員報酬の考え方

報酬委員会にて報酬基準を定め、取締役及び執行役各人の役割、職責、職務執行結果としての評価に基づき、公

平、公正に個人別の報酬内容を決定しています。

役員報酬基準

1．取締役の年俸は、役割に応じた「基本年俸」「委員会議長年俸」および「委員会委員年俸」の確定報酬とし

ます。

2．執行役の年俸は、役位・役割に応じた「基本年俸」、会社業績および個人業績に基づく「成果年俸」および

役位、役割に応じた株式交付信託による「株式報酬」の確定報酬とします。

3．執行役の「基本年俸」「成果年俸」（標準）及び「株式報酬」の比率は、役位、役割に基づき40～

50％、:30％相当、︓20～30％相当とします。

4．執行役の「基本年俸」は当期の役位・役割に基づき決定します。
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5．執行役の「成果年俸」は、前期の会社業績に連動した支給総額を個人業績（0％～200％）に基づき配分しま

す。

6．執行役の「株式報酬」は、当期の役位・役割に基づき決定します。

7．執行役兼務取締役については、取締役年俸に執行役年俸を加算支給します。

2018年度における役員報酬総額

役員区分 支給人員 支給額（百万円）

取締役（社外取締役をのぞく） 5 25

社外取締役 4 31

執行役 16 451

合 計 25 507

※1． 退職慰労金は、2004年度末日をもって廃止し、同日在任の取締役及び執行役に対しては、退職慰労金支給額を決定・未払金
計上し、取締役及び執行役の退任時に支給します。2017年度末日における未払い退職慰労金残高の内訳は取締役5百万円、
執行役2百万円です。

※2． 当連結会計年度末現在の人員は、取締役（社外取締役を除く）4名、社外取締役4名、執行役16名で、うち2名は取締役と執
行役を兼務しています。

ストックオプション

実施しておりません

株式の保有方針

当社は、政策保有株式を原則として保有しません。ただし、営業上の取引関係の維持・強化、業務提携関係の維

持・発展を通じた、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断する場合には保有します。

議決権行使基準

当社および投資先企業の企業価値向上に寄与するか否かを総合的に判断し、適切に議決権を行使します。
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1. 純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数　　　7銘柄

貸借対照表計上額の合計額　　525百万

2. 純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上及び保有目的

該当事項はありません。

3. 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

株式の保有状況
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第1章　総則

本基本方針は、当社の「経営理念」に基づき、お客様やテナント、株主等のステークホルダーに満足していただ

ける価値を創造し提供していくことで、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するために、最良とな

る当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方を定めるものである。

１．経営理念

「訪れる人々を楽しませ、テナントを成功に導く、先見的、独創的、かつホスピタリティあふれる商業空間の創

造」

２．コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

持続的な企業価値向上のためには株主の権利・利益の保護、株主以外のステークホルダーとの円滑な関係の構

築、経営の透明性の確保および有効な経営監視体制の構築が不可欠であるとの認識から、コーポレート・ガバナ

ンスの強化に取り組む。

３．当社の企業統治システム

経営における監督機能と執行機能の分離を明確化し、透明性の高いコーポレート・ガバナンス体制を構築すると

ともに、迅速な意思決定・執行を確立するため、指名委員会等設置会社形態を採用する。

第2章　当社のコーポレートガバナンス体制の概要

１．取締役会・取締役

取締役会は、会社の持続的な企業価値向上のため、株主に対する受託者責任・説明責任をふまえ、企業戦略の方

向付けや、リスク管理体制の環境整備及び指名委員会・監査委員会・報酬委員会と連携し、取締役・執行役に対

する実効性の高い監督を行う。

（１）取締役会の役割

取締役会は、当社の経営の基本方針に関する意思決定、取締役及び執行役の職務執行の監督を行う。

（経営陣に対する委任の範囲）

当社は、指名委員会等設置会社形態を採用しており、取締役会は、法令・定款に定められた事項を除き、原則と

して執行役に権限委任を行い、取締役会はその執行状況の監督を行う。一方、取締役会が必要と認める事項につ

いては、取締役会の決議事項とする。

（後継者計画の監督）

指名委員会は、後継者の候補を選定し、モニタリングを通じて指名に繋げる。また、指名委員会にて適宜その進

捗状況を確認し、取締役会と連携して監督を行う。
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（２）取締役会の構成

取締役会は、指名委員会にて定めている役員選任基準に基づき、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる

多様な取締役で構成し、半数以上を独立社外取締役とし、取締役会の機能が最も効果的・効率的に発揮できる適

切な員数を維持する。

（独立社外取締役の有効な活用）

当社は、経営に対する客観性を担保すべく取締役の半数以上を独立社外取締役とする。多様な見識や経験を有す

る独立社外取締役の視点を当社取締役会に取り入れることにより、経営の透明性と業務執行の監督の実効性をよ

り一層向上させることを目的とする。独立社外取締役は東京証券取引所が定める独立性判断基準及び当社が定め

る独立性判断基準を満たし、指名委員会、監査委員会、報酬委員会の各議長または委員に就任するものとする。

さらに、各委員会は、指名委員による代表執行役社長の評価の審議など、必要に応じて社外取締役のみでの会合

を開催する。

筆頭独立社外取締役は設置しないが、監査委員会議長が経営会議にもオブザーバーとして出席するなど、経営陣

と連携を行う。また、各委員会の議長が経営陣と連携を図る。

（独立社外取締役の独立性判断基準及び資質）

当社は、東京証券取引所及び日本取締役協会の定める独立性判断基準を基に、当社の独立社外取締役の独立性判

断基準を策定する

（取締役の受託者責任）

取締役会は、取締役の半数以上を独立社外取締役で構成し、社内取締役は、当社事業の幅広い経験と知識に基づ

く経営の監督とチェック機能を担い、社外取締役は取締役会、各委員会への出席を通じて、執行役の職務執行の

監督、内部統制の有効性向上に努める。

（取締役の他社兼任状況の開示）

各取締役は取締役職務規程に基づき職務にあたり、他社兼任については職務の遂行に支障がない範囲とする。取

締役の主な兼任状況については開示する。

(３)役員選任の考え方

当社は、指名委員会等設置会社として、指名委員会にて役員選任基準を定め、当社取締役・代表執行役・執行役

として相応しい者を候補者として選定し、株主総会の議案、取締役会への推薦内容を決定するものとする。ま

た、役員選任基準および、取締役個々の選任・指名理由について開示する。

(４)役員報酬の考え方

当社は、指名委員会等設置会社として、報酬委員会にて報酬基準を定め、取締役及び執行役各人の役割、職責、

職務執行結果としての評価に基づき、公平、公正に個人別の報酬内容を決定する。また、報酬基準について開示

する。

(５)取締役会に関する審議の活性化

当社は、取締役会での審議の活性化に向けた取り組みを継続的に行い、早期の年間スケジュール確定や付議議案

の設定、事前説明・資料配布を行うほか、各取締役からの要望に応じて、情報提供環境の改善に努める。
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(6)実効性の分析・評価

当社は、持続的成長と中長期的な企業価値向上のためには取締役会の実効性の向上が重要であると考え、全ての

取締役から、取締役会における構成、議論内容、運営及びサポート体制などに関する意見を収集し、取締役会の

実効性について分析・評価を行い、結果の概要を開示する。

また、取締役会の実効性評価については、評価、分析、議論、改善を繰り返すことで取締役会が変化し、実効性

の向上に繋がると考え、毎年継続して実施する。

(7)内部統制・リスク管理体制

当社は、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動にかかわる法令等の遵守ならびに資産の保全等

において、当社および当社グループの業務の適正性を確保する体制を定め、もって企業価値の向上に努める。

（リスク管理体制）

リスクマネジメント委員会が中心となり、企業活動に内包するリスクの洗い出し、リスク評価、対策の検討、社

内啓蒙活動を行うと共に、緊急時の対策本部の設置、情報管理などリスクの発現時に迅速に対応できる社内横断

的な管理体制の整備に努める。

（コンプライアンス体制）

当社は、全社員が遵守し実践すべき「コンプライアンス基本理念」、「行動規範」を制定しているほか、全役

員・全社員にコンプライアンス活動の指針を盛り込んだ「パルコ社員ハンドブック」を配布するなど、社内啓蒙

活動を進める。また、当社グループの社内通報制度を設け、通報窓口に第三者機関を利用するなど、法令違反行

為などに関する適正な通報処理の体制をとる。

（内部監査体制）

当社は、当社グループの内部監査業務機能の強化を図るため、グループ監査室を設置しており、専任の執行役の

もと、監査計画に基づき当社グループの業務全般にわたる合法性、合理性、リスク管理状況の監査を行う。さら

に、監査委員会・グループ子会社の監査役と随時監査情報を交換しながら効率的な監査に取り組む。

（８）情報入手と支援体制

取締役および委員会委員は、その役割責務を果たすために必要な情報の入手に努め、取締役会事務局および委員

会事務局は、情報を提供するための適切な体制をとる。また、監査委員は内部監査部門との連携を行う。

取締役がその職務執行に係る、外部専門家の助言を得るためにかかった合理的な費用は、原則として会社が負担

する。

（９）役員のトレーニング方針

社内取締役を含む新任の執行役については、取締役・執行役の役割や義務、責任、会社との契約形態および関連

規程等の説明を就任時に実施する。就任後には、コンプライアンス研修会等を開催する。

また、新任の社外取締役については、会社概要、経営理念、経営状況、コーポレートガバナンスに関する事項お

よび関連規程等の説明を、就任時に実施する。さらに就任後は、当社への理解を深めることを目的に、当社の事

業活動、小売業界の動向、当社の経営環境等について、継続的な説明や店舗の視察等を実施する。

２．委員会

指名委員会等設置会社として、当社取締役で構成される指名委員会、監査委員会、報酬委員会を設置する。
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（１）役割

各委員会は、それぞれの権限に基づき経営監督および取締役会報告を行う。また、各委員会の活動を補佐するた

めに、経営陣から独立した委員会事務局を設置し、専従スタッフを配置する。

（２）委員会の構成

（指名委員会）

指名委員会は、取締役の選解任に関する株主総会に提出する議案内容の決定、取締役会に対する代表執行役・執

行役候補者の推薦、解任提案をする権限を有する。３名以上の取締役で構成し、過半数を独立社外取締役とす

る。

（監査委員会）

監査委員会は、取締役・執行役の職務執行の監査、会計監査人の選解任・不再任に関する株主総会に提出する議

案内容の決定をする権限を有する。３名以上の取締役で構成し、原則として独立社外取締役とする。

（報酬委員会）

報酬委員会は、取締役・執行役の個人別報酬内容を決定する権限を有する。３名以上の取締役で構成し、過半数

を独立社外取締役とする。

３．執行役・経営会議

執行役は、取締役会の決定した基本方針に基づき、具体的な業務執行を行う。経営会議は、代表執行役社長が具

体的な業務執行上の意思決定をするための審議機関とする。

４．外部会計監査人 

実効性のある監査を行うため、監査委員会は外部会計監査人の評価の確認及び独立性・専門性の確認を行うと共

に、外部会計監査人は代表執行役社長とコミュニケーションを取り、監査委員会と連携して不正や誤謬などへの

対応協議を行う。

（１）実効的な監査を保つための体制

監査時間については、監査計画に基づいて十分に時間を確保する。また、代表執行役社長との計画的なコミュニ

ケーションを行い、監査結果に関しては監査委員会議長とのディスカッションを実施し、不正や誤謬などが見つ

かった場合には、都度報告及び監査委員会との協議を実施する。

（２）監査委員会による外部会計監査人の評価

監査委員会は、独立性・専門性その他の監査業務の遂行に関する事項から構成される会計監査人の選定・評価基

準を策定し、これらに基づいた評価を行う。また、日本公認会計士協会による品質管理レビュー、公認会計士・

監査審査会による検査結果及び会社計算規則第131条に基づく通知事項等の確認を行う。

１．株主の権利及び平等性の確保

当社は、持続的な企業価値向上のためには株主の権利・利益の保護が不可欠であると認識し、少数株主を含む株

主の権利の確保、株主総会での議決権行使のための環境の整備や、資本政策及び関連当事者間の取引等の株主の

利益を害する可能性のある取引についての監督を行う。

第3章　株主を含むステークホルダーとの関係
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（１）株主総会での権利行使に係る環境整備

当社は、株主総会において、株主が議決権その他の権利を適切に行使できるよう、情報提供や適切な日程の設

定、事前通知などの環境整備に努める。

（情報提供、招集通知）

株主総会において株主が適切な判断を行うことに資すると考えられる情報については、迅速かつ適切に開示すべ

きと認識し、株主総会議案の十分な検討期間を確保できるよう、招集通知を法定期日前に発送する。招集通知は

当社及び東京証券取引所のウェブサイトへ招集通知発送日前に開示する。また、狭義の招集通知及び株主総会参

考書類の英訳を当社ウェブサイトに開示する。

（開催日）

株主総会の開催日は、株主総会集中日の開催を避け、株主の出席しやすい日程を考慮して設定する。

（議決権の電子行使）

議決権電子行使プラットフォームに参加する。

（実質株主による議決権行使に関する対応）

信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等が、株主総会において、信託銀行等に代わって自ら議決権の行

使等を行うことをあらかじめ希望する場合の対応について、信託銀行等と協議しつつ、検討を行う。

（２）株主総会において相当数の反対票が投じられた際の必要な対応

当社は、株主総会の議決権行使結果について、取締役会及び経営会議に報告するとともに、相当数の反対票が投

じられた際は、要因の分析を行い必要に応じて対応の検討を行う。

（３）株主総会決議事項の取締役会への委任

当社は、適正なコーポレートガバナンス体制を敷いており、株主総会での決議事項の中で会社法にて取締役会へ

の委任が許容されている事項のうち、定款に定められている剰余金の配当、自己株式の取得など、経営判断の機

動性、専門性を確保すべきものについて、その決議を取締役会に委任する。

（４）資本政策の基本的な方針

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現することで、株主への利益還元を果たすことを重要政

策の一つと位置づけ、剰余金の配当については安定配当を行うことを基本とし、業績と配当性向を勘案して実行

する。内部留保金については財務基盤の充実を図るとともに、今後の成長戦略における事業展開を推進するため

に有効活用する。

また、希薄化を伴う可能性のある資本政策を実行する場合には、既存の株主の権利を不当に害することがないよ

う、半数以上が独立社外取締役で構成される取締役会にて審議する。

（５）政策保有株式

（株式の保有方針）

当社は、政策保有株式について、原則として保有しないことを基本方針とする。但し、営業上の取引関係の維

持・強化、業務提携関係の維持・発展を通じた、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断する場合のみ、

政策保有株式を保有する。
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（議決権行使基準）

当社は、政策保有株式の議決権行使にあたっては、当社及び投資先企業の企業価値向上に寄与するか否かを総合

的に判断し、適切に議決権を行使する。

(６)会社の支配に関する基本方針

当社は、大規模買付行為に対して、「会社の支配に関する基本方針」に基づき、株主への十分な情報提供や検討

時間の確保等のため、金融商品取引法、会社法その他関連法令の許容する範囲内で適切な措置を講じる。

(７)関連当事者間の取引

当社は、当社および子会社を含むすべての役員に対し、関連当事者間取引の有無について確認をするアンケート

調査を実施する。当社と当社役員及び主要株主等との取引状況については取締役会にて報告し、関連当事者間の

取引の適正性について管理する体制を構築する。当社と取締役・執行役との間の利益相反取引については、法

令・取締役会規則に基づき、取締役会の承認を得るものとする。

２．株主以外のステークホルダーとの適切な協働

株主以外のステークホルダーとの円滑な関係の構築のため、経営理念・行動指針の策定や女性の活躍促進を含む

ダイバーシティの推進、コンプライアンス経営の強化に取り組む。

（１）中長期的な企業価値向上の基礎となる経営理念の策定

当社は、経営理念を現実のものにしていくことによって、お客様やテナント、株主など皆様に満足していただけ

る価値を創造し、提供し続けていくことを望み、その活動の成果として、適正な利潤を得ることにより企業とし

て発展・成長していくことを目指す。

（２）会社の行動準則の策定・実践

日ごろの行動をより経営理念に近づけ、全社で共有できる価値観・行動基準として、当社グループ社員の「行動

指針」を定めるものとする。

（３）CSRの取り組み

当社は、当社グループのCSR（企業の社会的責任）活動の推進に加え、内部統制の強化を図るため、CSR委員会

を設置する。CSR委員会は、当社グループにおけるCSR活動の指針づくり、行動計画づくり、社外広報支援、社

内情報共有の推進、外部企業・団体との協働に向けた取り組みの推進を行う。

国内グループ各社社長並びに全執行役によるディスカッションの実施や、ダイバーシティ推進委員会、リスクマ
ネジメント委員会・社内各部門・グループ各社との連動により、全社横断で活動を進める。

（４）女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保・ダイバーシティ推進

当社は、当社グループにおいてダイバーシティへの全社的な取り組みを推進するため、ダイバーシティ推進委員

会を設置する。ダイバーシティ推進委員会は、多様な価値観や能力、文化を受け入れ活用する企業風土の醸成に

向けた取り組みを行う。女性の活躍も重要な課題と捉え、経営幹部やリーダー層への女性登用を積極的に行うな

ど、女性の活躍を促進する。国内グループ各社社長並びに全執行役によるディスカッションの実施や、社内各部

門・グループ各社との連動により、全社横断で活動を進める。
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（５）内部通報制度

当社は、コンプライアンス経営の強化を図るため、法令等違反行為に関する通報の適正な処理の仕組みを定める

当社グループの社内通報制度を設けており、通報窓口に第三者機関を利用するなど、法令違反行為などに関する

適正な通報処理の体制をとる。また、通報者及び通報内容の調査協力者に対し、通報を行ったことを理由とした

解雇その他いかなる不利益取扱いも行わない。

第4章　情報開示

１．適切な情報開示と透明性の確保　

当社は、株主・投資家をはじめとするステークホルダーに対し、透明性、公平性、継続性を基本として迅速な当

社情報の開示に努める。適時・適切な情報開示により、経営の透明性を高めるとともに、ステークホルダーとの

信頼関係の構築と、当社への一層の理解促進に取り組む。

株主・投資家をはじめとするステークホルダーへの適切な情報開示のため、経営理念や中期経営計画、「コーポ

レートガバナンスに関する基本方針」、役員に関する報酬や選解任、指名等についての情報を開示する。

開示に際しては、株主・投資家などの利用者にとって利便性の高い情報開示を心がけ、また、当社ウェブサイト

上に開示するものに関しては、必要に応じて英語での開示も行う。

２．株主との建設的な対話に関する方針

株主との対話は、IR担当部門執行役が担う。株主・投資家のみなさまからの建設的な対話の申し入れには、趣旨

や目的を思議し、代表執行役社長、各事業部門の担当執行役、または社外取締役が対応する。IR担当部門は社内

の関係部門と綿密な連携を取り、株主との対話に臨む。

（１）経営陣及び社外取締役による面談

当社は、株主を含む投資家との円滑な関係を構築し、相互理解の促進に向けた対話を積極的に行い、中長期的な

企業価値の向上に資するIR活動を推進する。

また、定期的な調査により株主構成の把握に努める。

なお、社外取締役による面談の対応については、必要に応じて実施する。

（２）個別の対話

当社は、機関投資家・アナリストに対し、定期的に決算説明会を開催し、事業の進捗に応じて個別に説明会を開

催する。決算説明会での説明資料、動画などは当社ウェブサイト上にて英語版もあわせて開示する。個人投資家

に対しては迅速性、利便性を重視した情報提供を行う。建設的な対話のためのツールのひとつとして、統合報告

書型アニュアルレポートを作成する。

（３）経営陣及び取締役会へのフィードバック

当社は、投資家との対話により得られた意見・質問は経営陣幹部へ適宜報告する。また決算説明会の結果を総括

し、取締役会に報告を行う。
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（４）インサイダー情報の管理

当社は、当社及び子会社に関する内部情報等の管理並びに当社役職員による当社及び公開子会社の株式等の売買

等に関する規程（「パルコグループ内部者取引管理規程」「内部者取引防止規程」）を定め、役職員による内部

者取引の防止に努める。

また、「情報開示の基本方針」「情報開示の基準」「情報開示の方法」「情報の充実」「沈黙期間」および「将

来予想について」からなるディスクロージャーポリシーを定め、当社ウェブサイトにて開示し、透明性・公平

性・継続性を基本とした対応に努める。

（５）経営戦略の策定・公表

当社は、長期経営ビジョンおよび中期経営計画を公表し、戦略・戦術において目標達成に向けた定性、定量目標

および投資計画を明示する。

（附則）

本基本方針の改廃は、取締役会の決議による。

本基本方針は、2016年1月29日より施行する。

独立社外取締役の独立性判断基準

当社の独立社外取締役は、当社及び当社一般株主と利益相反が生じるおそれがない高い独立性を有している者か

ら選任されるものとする。なお、その独立性の判断基準は、次のいずれにも該当しないこととする。

①当社グループの業務執行者（過去10年間に該当していた者を含む。）

②当社の親会社及びその子会社（その業務執行者を含む。以下③～⑧において同じ。）

③当社の主要株主

④当社グループの主要な取引先

⑤当社グループの主要な借入先

⑥当社グループから役員報酬以外に一定額以上の支払を受ける法律事務所、監査法人その他のコンサルタント等

⑦当社グループが一定額以上の寄付を行っている寄付先

⑧当社グループと役員相互就任関係となる場合のその関係先

⑨過去５年間において、上記②～⑧に該当していた者

⑩上記①～⑨の配偶者又は二親等以内の親族

なお、上記において、「業務執行者」とは「業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人等」を、「主要

株主」とは「議決権所有割合10％以上の株主」を、「主要な取引先」とは「過去５年間のいずれかの年度におい

て、当社グループとその取引先との間で、当社の連結年間売上高又はその取引先の年間売上高の２％以上の取引

が存在する取引先」を、「主要な借入先」とは「当社の借入先のうち、直近の事業年度における借入額が上位3

位以内の会社」を、「一定額」とは「過去５年間のいずれかの年度において年間１千万円」をいうものとする。

また当社において、現在独立社外取締役の地位にある者が、独立社外取締役として再任されるためには、通算の

在任期間が原則として６年間を超えないことを要する。
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取締役・執行役の報酬基準

当社は、取締役および執行役の報酬委員会の報酬基準を以下のとおり定め、運用する。

１．取締役年俸は、役割に応じた「基本年俸」「委員会議長年俸」及び「委員会委員年俸」の確定報酬とする。

２．執行役年俸は、役位・役割に応じた「基本年俸」、会社業績及び個人業績に基づく「成果年俸」及び役位、

役割に応じた「自社株取得目的報酬」の確定報酬とする。

３．執行役の「基本年俸」「成果年俸」（標準）及び「自社株取得目的報酬」の比率は、50%︓45%（相

当）︓5%（相当）とする。

４．執行役の「基本年俸」は当期の役位・役割に基づき決定する。

５．執行役の「成果年俸」は、前期の会社業績に連動した支給総額を個人業績（0%～200%）に基づき配分す

る。

６．執行役の「自社株取得目的報酬」は、当期の役位・役割に基づき決定する。

７．執行役兼務取締役については、取締役年俸に執行役年俸を加算支給する。

役員選任基準

当社は、指名委員会等設置会社として、役員選任の方針、手続に関し「指名委員会細則」に以下のように定め

る。

取締役の選任

①指名委員会は、次項に定める各要件を満たし、指名委員から推薦を受けた者の中から、当社取締役として相応

しい者を選任（新任又は再任）候補者として選定し、株主総会の議案を決定するものとする。

②取締役選任候補者の要件は、次のとおりとする。

１．業務執行取締役

（1）経営感覚に秀で、企業経営の諸問題に精通していること

（2）国際的視野に立ち、経営環境の変化に対応した戦略構築力が優れていること

（3）遵法精神に富んでいること

（4）人格・識見に優れていること

（5）心身ともに健康であること

２．非業務執行取締役

（1）経営感覚に秀で、企業経営の諸問題に精通していること

（2）国際的視野に立ち、豊かな経営職経験あるいは専門職経験を有すること

（3）遵法精神に富んでいること

（4）人格・識見に優れていること
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（5）社外取締役の場合は独立性を維持できること

（6）心身ともに健康であること

執行役及び代表執行役候補者の推薦

①指名委員会は、次項に定める各要件を満たし、指名委員から推薦を受けた者の中から、当社執行役として相応

しい者を執行役に、又、執行役の中から、代表執行役として相応しい者を代表執行役に各々選定し、取締役会に

推薦（新任又は再任）するものとする。

②執行役及び代表執行役候補者推薦の要件は、次のとおりとする。

１．執行役

（1）経営感覚に秀でていること

（2）優れた業務実績を有すること

（3）経営環境の変化に対応した戦略・戦術構築力が優れていること

（4）強靭な意志・リーダーシップを有していること

（5）先見力、洞察力、改革力、計画力、行動力が優れていること

（6）統率力、指導力、育成力が優れていること

（7）遵法精神に富んでいること

（8）人格・識見に優れていること

（9）心身ともに健康であること

２．代表執行役

前１．の執行役の要件に加え、

（1）企業経営の諸問題に精通していること

（2）独自の経営ビジョンの創造ができること

（3）業務執行に関し、当社グループ全体の視野に立ち、会社を代表する者として、適時・的確に判断・決定で

きること
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コンプライアンスとリスクマネジメント

パルコは、イタリア語で“公園”を意味します。パルコグループは“公園”すなわち、「⼈々が集い、時間と空間を

共有し、楽しんだりくつろいだりする場（空間）」を提供し、地域や街の魅⼒向上に努めるとともに、先⾒的、

独創的な事業活動を通して、都市⽣活者が⼼豊かになる社会の実現に貢献したいと考えています。

「コンプライアンス基本理念」と「⾏動規範」で、パルコの全役員、全社員は、業務遂⾏に当たり、国内及び海

外の各種法令、社会ルール、社会的規範及び社内諸規程を遵守し、公正で透明性の⾼い企業活動をおこなうこと

を定めているほか、全役員・全社員にコンプライアンス活動の指針を盛り込んだ「パルコ社員ハンドブック」を

配布するなど、社内啓蒙活動を進めています。

また、改正個⼈情報保護法やソーシャルメディアとネット炎上などをテーマにコンプライアンス研修をおこなう

とともに、全社員を対象にハラスメント研修を実施し、ハラスメントに対する知識の向上による未然防⽌に取り

組んでいます。

内部通報制度

グループ各社内のリスク情報を迅速に把握するために複数の内部通報制度を整備し、法令違反⾏為などの通報を

受け付け、腐敗防⽌と、不正⾏為などの早期発⾒と是正を図っています。また、その通報窓⼝に第三者機関を利

⽤するなど、適正な通報処理の体制をとっています。

内部監査体制

当社グループの内部監査業務機能の強化を図るため、グループ監査室を設置しており、専任の執⾏役のもと、監

査計画に基づき当社グループの業務全般にわたる合法性、合理性、リスク管理状況の監査を⾏っています。さら

に、監査委員会・グループ各社の監査役と随時監査情報を交換しながら効率的な監査に取り組んでいます。

「リスクマネジメント委員会」が中⼼となり、企業活動に内包するリスクの洗い出し、リスク評価、対策の検

討、社内啓蒙活動を⾏うと共に、緊急時の対策本部の設置、情報管理などリスクの発現時に迅速に対応できる社

内横断的な管理体制の整備に努めています。

また、危機を未然に防止し、また、危機が発生した場合の経営被害を最小限に止めることを目的として、危機発

生時の対応に関する「パルコグループ・リスクマネジメント規程」やその他必要な規定を作成しています。重大

なリスクが発現した場合には、「リスクマネジメント委員会」が中心となって統合対策本部の設置を提案し、組

織的に対処します。

コンプライアンス体制

リスクマネジメント体制
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リスクマネジメント推進体制

「リスクマネジメント委員会」では、原則半期に１度の全体会議を、必要に応じて臨時に委員会を開催し、さま

ざまな対策の協議・実⾏などをおこなっています。

また、パルコ本部各部⾨・各PARCO店舗、グループ各社に、コンプライアンス・リスクマネジメントの推進者で

ある「リスクマネジメント推進担当」を置き、⽇常的なリスク情報の共有、対応の協議などを迅速に⾏い、社内

外の環境変化に対応した対策を、現場と経営が⼒を合わせて実施しています。

なお、これら重要リスクに対する取り組みを含むリスクマネジメントの活動内容は、半期に１度、経営会議へ報

告しています。

パルコグループでは、PARCO各店舗のショップスタッフ

の定期的な消防訓練の実施、救急救命講習の受講などによ

る⼈命の安全確保、資産の保護など、防災の観点に加え、

サービスの継続提供のために、⼤規模災害発⽣時などに起

こりうるさまざまなリスクを未然に防ぐ、また最⼩化する

ための⼿順を定めています。

パルコでは、「PARCO⼤規模地震災害 事業継続基本計

画」を2011年に制定し、時代の変化に合わせ1年に1回程

度の改訂を⾏い、内容を更新・充実させています。また、

実際に⼤規模災害が発⽣した場合に速やかに対応できるよ

う、毎年定期的にBCP訓練を実施しています。

所定時間内に的確な判断を⾏う初動対応や店舗の営業再

開に向けた課題の抽出をする、PARCO店舗でのBCP訓

練の様⼦

「PARCO ⼤規模地震災害 事業継続基本計画」は、⼤規模災害により当社が運営する商業施設や本部機能に被害

が発⽣した場合、来館者、ショップスタッフ、当社グループ社員の安全の確保を前提として、グループ社員の総

⼒を結集し、許容される⼀定レベルの商業空間とサービスの提供を継続することにより、経営理念である「ホス

ピタリティあふれる商業空間の創造」の維持に努めるとともに、早期に当社各拠点の営業再開をすることにより

当社の社会的使命を果たすことを⽬的としています。この⽬的を達成するため、発災後の復旧計画、継続対応業

務、営業再開基本条件の考え⽅など、原則的な対応策を定めています。

※BCPとはBusiness Continuity Plan（事業継続計画）の略で、事業活動を中断・停⽌させない、また早期に復旧させる

ための計画を意味します。

パルコグループのBCP（事業継続計画）
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出店ショップとの生活必需品販売に関する事前取り決め

生活必需品取り扱いショップとの被災時における緊急対応を、事前に次のように取り決めています。被災時の屋

外などでの販売や地域貢献のための提供活動に関して、主に食品、ドラッグ、生活必需品、アウトドア用品、下

着などの軽衣料を扱うショップの意向を確認し、取り決めをおこなっています。

地域住民および行政との連携

地域への協力、連携、支援

災害発生後は、可能な範囲内で防災設備の提供など地元被災者に対する救助と救援活動を行います。また地域復

旧活動の支援や出店ショップの業種を活かした援助、情報提供などを行います。

地域の行政との連携

大規模震災など広域災害時にはPARCO各店舗の営業再開と地域の復興への連携の両面を踏まえた事業継続が求め

られます。そのために平時から地域の行政との情報交換を行っています。

近隣同業他社との共助

近隣店舗とは、周辺街区との連携や共助を基本とした日頃の情報交換により関係を強化し協力体制を確立してい

ます。災害発生後は、情報交換や避難誘導、要員、備品、備蓄物資などを融通し合うなど、地域復旧活動に協力

します。

また、名古屋PARCOでは、自然災害時における水の供給

対策を目的として、地下水のろ過システムを導入していま

す。精製された地下水は、館内における飲料水や施設設備

に利用されています。

名古屋PARCO　地下水ろ過システム

大規模地震災害は、企業のみならず自治体や地域住民にも同時に襲いかかります。被災後のPARCO各店舗を含む

地域の円滑な復旧のためには、地域住民や周辺自治体との協調が必要です。PARCO各店舗の復旧と並行して、地

域貢献、地域や近隣店舗・企業との共助、相互扶助への積極的な貢献の視点が不可欠であると考えています。

パルコは地域支援の一環として、「PARCO 大規模地震災害 事業継続基本計画」のなかで、大規模震災など広域

災害時に、地域社会や近隣企業との共助と相互扶助へ積極的に貢献すること、また、店舗における一般顧客の帰

宅困難者の受入に関する基本方針も定めています。

災害時の地域社会への積極的貢献
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パルコグループのCSR基本方針では、次世代の人材や才能を応援する「次世代」、文化的で新しい価値の提供と市

場を創造する「文化」、街や地域の魅力向上に貢献する「地域」、環境負荷の少ない商業空間の創造を 目指す

「環境」、多様な能力・個性を持った人材が活躍し協働を通じて新しい価値創造に繋げていくための「働き方改

革」、各種法令、社会的規範および社内諸規程を遵守し、公正で透明性の高い企業活動を行うための「コンプラ

イアンス」の６つを重点テーマと設定し、さまざまな活動に取り組んでいます。

CSR理念

パルコグループは、先見的、独創的な事業活動を通じて、

都市生活者が心豊かになる社会の実現に貢献します

次世代を担う人材や才能を、パルコが持つノウ

ハウやネットワークを活かして応援し、活力と

多様性のある社会の実現に貢献します。

ファッション、エンタテインメントをはじめ、

文化面で常に新しい価値提供や情報発信、市場

創造をおこないます。

店舗でのイベントなどを通した地域のコミュニ

ティへの参加や、安全・安心な商業施設の維持

により、街や地域の魅力向上に貢献します。

パートナーであるテナント企業をはじめ取引先

企業と協力し、環境負荷の少ない商業施設の創

造を目指します。

多様な能力・個性を持った人材が活躍し協働を

通じて新しい価値創造に繋げていくことで企業

価値が向上・発展・成長し、ひいては社会貢献す

ると考えています。

業務遂行に当たり、国内および海外の各種法

令、社会ルール、社会的規範および社内諸規程

次世代 文化

地域 環境

働き方改革 コンプライアンス

重点テーマ｜CSR｜株式会社パルコ 59

https://www.parco.co.jp/csr/theme/next_generation/
https://www.parco.co.jp/csr/theme/culture/
https://www.parco.co.jp/csr/theme/community/
https://www.parco.co.jp/csr/theme/environment/
https://www.parco.co.jp/csr/theme/workstyle/
https://www.parco.co.jp/csr/theme/compliance/


2019年秋冬コレクション参加ブランド

左から「SHUSHU/TONG（シュシュトン）」

「kotohayokozawa（コトハヨコザワ）」

「malamute（マラミュート）」

「若手デザイナーの発掘と支援」を目的に、アマゾン

ファッション ウィーク東京で開催された「FASHION

PORT NEW EAST」2019 年春夏コレクションと 2019 年

秋冬コレクションを支援しました。 本取り組みは、2015

年 10 月から年 2 回、4 年にわたり継続支援しており、若

手デザイナーたちが自身のクリエイションを発表すること

によって、次なる成長機会を得ることができるとともに、

次代を担う新しい才能として日本のファッション業界の新

たな力にな ってほしいと考えています。また、2020年春

夏コレクションからは名称、形式を刷新し、パワーアップ

した形でバックア ップするプロジェクトを予定していま

す。

未来を見据え、VRの新たな表現とカルチャー/ライフスタ

イルを牽引し得る次世代クリエイターを発掘し、次なるス

テップへと進むきっかけをもたらす目的で実施しまし

た。7ヶ国から合計219作品の応募があり、事務局による一

次審査で選出されたファイナリスト19作品を、審査員一同

が会した第二次（最終）審査会で厳正かつ公正に選考し、9

作品の受賞作品が決定。GOLD（グランプリ）は、バー

チャルYouTuber「えもこ」のVR個展

「EMOCO'S FIRST PRIVATE EXHIBITION」が受賞しま

した。2019年は、７月より公募をスタートし、新たに４つ

の賞が決定。受賞後のVRクリエイターとしての活動を支援

します。最終審査結果発表は12月を予定しています。

若手デザイナーの発掘と支援

「FASHION PORT NEW EAST を開催（ファッション ポートニュー イースト）」

2018 年 3 月
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ファッション/カルチャー/アート分野の VR コンテンツアワードNEWVIEW AWARDS
2018を開催。次世代クリエイターによる7ヶ国 219作品から受賞9作品が決定
2018 年 10 月

【次世代】主な活動実績



アジアのファッション産業のさらなる発展を目指して若手デザ

イナーを発掘・インキ ュベート（起業支援）するプロジェクト

AFCが昨年実施した高校生限定ファッションコンテス「AFC

High School Contest」の募集枠を中学生まで拡大し、『AFC

U-18』として開催。2次審査に残った 5 名は 2019年 3 月の最

終審査に向け、未経験者でも安心して制作できるよう、素材提

供や素材選定アドバイス、パターンや縫製の技 術指導など、専

門スタッフによるサポートも行いました。最終審査会では数々

の著名人のスタイリングを手がける業界のトップスタイリスト

が審査し、グランプリに上村透子さんが、準グランプリに落合

梨紗さんと十河 寧音さんの2名が選出されました。4月には、池

袋 PARCOミュージアムで展示を行いました。

アジアの若手デザイナーを発掘・インキュベート

「Asia Fashion Collection（アジア ファッション コレクション）」を開催
2018 年、2019 年 2 月

デザイナーを目指す中高生限定のコンテスト

「Asia Fashion Collection 中高生限定「AFC U-18」コンテストと展覧会を開催

 2018 年 6 月～2019 年 3 月、4 月池袋 PARCO ミュージアム

モデル着用イメージ

参加デザイナーたちと

中央左がバンタン石川代表取締役、中央右が当社溝

口執行役（マーケットクリエイション部担当）

パルコとバンタンが共催し、アジアの若手デザイナーを発

掘・インキュベートする取り組みを行っています。本コレク

ションは、日本、韓国、台湾、タイの若手デザイナーたちが、

ニューヨーク・ファッションウィークでのランウェイデ

ビューや、Taipei IN Style（タイペイ・イン・スタイル）な

どの国際的な展示会への出場権と、パルコでのコレクション

展示を賭けて競います。2019年2月におこなわれたニュー

ヨークステージでは、アジア各国の若手デザイナー7ブラン

ドがファッションショーをおこない、世界中のファッション

関係者約350名が来場しました。今後もアジアの若手デザイ

ナーを発掘・インキュベートすることでアジアのファッショ

ン産業の発展を目指します。
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繊維企業とのコラボレーション

気鋭デザイナー×繊維企業 コラボレーションで“現代の民族衣装”を表現する展覧会

「KIRE・KIRE・TEN –現代の民族衣装-」開催
2018年4月 池袋PARCOミュージアム

「DANCE DANCE ASIA―Crossing the Movements 

（ダンス・ダンス・アジア～クロッシング・ザ・ムーヴメンツ～）」開催
2018年3月

2014年から独立行政法人国際交流基金によってASEAN域内との文

化スポーツ交流や日本語普及を目的に設立された「アジアセン

ター」と連携し、独自の発展を遂げるアジアンカルチャーを背景

に、 ストリートダンスを通じてパフォーミングアーツの可能性を

追求しています。4年目を迎えた2018年3月には、フィリピン、イ

ンドネシア、日本の3人を演出・振付家として起用、多国籍で構成

される気鋭のダンサーたちとともに、多彩な表現力と卓越したテク

ニック、音楽が融合された3作品を披露しました。2019年7月も、

日本および東南アジア6ヵ国のアーティストとダンサー総勢48名が

卓越したテクニックと表現力、音楽が融合された5作品を披露しま

す。

© 上山陽介/ DANCE DANCE ASIA東京公
演2018 『宇宙』 振付・演出 黄帝心仙人

モード・ファッションの分野で活躍するブランドから、本企画でデ

ビューする新進ブランドまで総勢20 ブランドが参加し、繊維企業

とのコラボレーションにより“現代の民族衣装”を表現する展覧会

「KIRE・KIRE・TEN –現 代の民族衣装-」を開催しました。参加

デザイナーたちは、日本国内の各地に点在する産地工場の協力を得

て、選定・開発・加工などのプロセスで素材（キレ＝布）にフォー

カスし、絞り染め、ニードルパンチ、プリント、横編みなど様々な

手法による素材の持ち味を活かし、共通テーマである「現代の民族

衣装」を、デザイナーそれぞれの解釈で制作・展示しました。
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「Shibuya Street Dance Week（シブヤダンスウィーク）」開催

Shibuya StreetDance Week 2018の様子

2018年11月

2015年からスタートした国内最大規模のストリートダンスの祭典

「Shibuya StreetDanceeek」の実行委員会事務局を務めていま

す。幅広い層に支持され新しい芸術文化としてのストリートダンス

の確立と、ストリートダンサーの聖地である渋谷から世界へ良質な

エンタテインメントを発信し、渋谷をより活力にあふれた街にする

ことを目的としています。4回目を迎えた2018年11月には、渋谷

エリアのダンススタジオの各種コラボレーションや、渋谷の商業施

設前でダンスパフォーマンスを展開しました。

2018-2019年PARCO広告 

若手クリエイティブチーム起用

「PARCO 2018AW」「PARCO 2019SS」

2018年のシーズンキャンペーンから、日本の若手クリエ

イターを起用し、若い才能が集い共作 することにより、

新しい広告表現の形を生み出すことを目指しており、そ

の制作過程では「インキュ ベーション」「新しいものへ

のチャレンジ」といったこれまでに培ってきた企業姿勢

を表現しています。 「PARCO 2018AW」では、写真家

の嶌村吉祥丸や映像作家の山田健人ら20代を中心とした

若手クリエイティブチームを起用しました。本キャン

ペーン映像は、「第22回文化庁メディア芸術祭」 審査委

員会推薦作品に選出されるなど、若手クリエイターの活

躍の場にもなっています。

「PARCO 2018AW」
ポスター

「PARCO 2019SS」
ポスター
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【文化】主な活動実績

パルコが運営する渋谷のミニシアター「シネクイント」が渋谷に復活オープン

2018年７月

2016年8月に渋谷PARCO建替えの為、一時休館となっていたミニシアター

「シネクイント」が2018年7月に、渋谷駅から４分の渋谷三葉ビル内に復活

オープンしました。渋谷で唯一のペアシートを導入するなど、「渋谷で一番、

人と楽しさを共有できる映画館」として、“リアルな感動・発見のあるライブ

エンタテインメントの提供”に取り組んでまいります。

（出版）

『好日日記 季節のように生きる』

黒木華、樹木希林、多部未華子出演の大ヒット映画『日日是好日』の原作

エッセイ待望の続編。味わい深い著者のイラスト満載で、心ふるわす珠玉の

エッセイです。
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（演劇）

『人形の家Part2』

 当社プロデュース作品2019年8月

発表当時、“女性の自立”を描いた結末で社会の因習を打ち破る衝撃

を与え、以降140年間に渡り世界中で上演され続けてきた近代古典

の名作ヘンリク・イプセンの「人形の家」。アメリカの新進気鋭の

劇作家ルーカス・ナスが大胆にもその続編という形で現代に提示し

た意欲的な新作を2019年8月に上演しました。受賞作となった当

社プロデュース「チルドレン」に続き、話題の翻訳劇にいち早く挑

みました。



パルコが製作した演劇作品、買付・配給した映画作品、広告などが各種賞を受賞しまた。

＜演劇＞

2018年1月上演「アンチゴーヌ」

アンチゴーヌ役 蒼井優

第 69 回芸術選奨演劇部門 新人賞第

26 回読売演劇大賞 最優秀女優賞

第五十三回紀伊國屋演劇賞 個人賞

（音楽）

CLUB QUATTRO（クラブクアトロ）

渋谷、名古屋（名古屋PARCO 東館8階）、梅田、広島（広島PARCO 本館10

階）の4拠点でライブハウス 「CLUB QUATTRO」を運営。2019年は名古屋

CLUB QUATTROが開店30周年を迎え、「NEW DIRECTION 2019」と銘打

ち、6月から秋にかけてスペシャルなラインナップによる30周年 記念ライブを

継続的に開催。

2018年9月上演「チルドレン」

演出 栗山民也
　第26回読売演劇大賞 大賞・最優秀演出家賞

ローズ役 若村麻由美

第44回菊田一夫演劇賞 演劇賞

照明 小笠原純

　第26回読売演劇大賞 優秀スタッフ賞 

音響 井上正弘

　第26回読売演劇大賞 優秀スタッフ賞

『アンチゴーヌ』

『チルドレン』
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 2018年11月上演「豊饒の海」

 脚本 長田育恵 

　第53回紀伊國屋演劇賞 個人賞

 音響 井上正弘 

　第26回読売演劇大賞 優秀スタッフ賞

（映画）

買付・配給作品『セラヴィ︕』

フランス映画祭2018 エールフランス観客賞

製作委員会参加作品『日日是好日』
 第43回報知映画賞 監督賞、助演女優賞

『豊饒の海』

買付・配給作品『セラヴィ︕』

製作委員会参加作品『日日是好日』
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＜PARCO広告＞

「第22回文化庁メディア芸術祭」審査委員会推薦作品に選出されました

「第22回文化庁メディア芸術祭」エンターテイ

ンメント部門の審査委員会推薦作品に、写真家

の嶌村吉祥丸や映像作家の山田健人ら20代を中

心とした若手クリエイティブチームを起用した

「PARCO 2018AW」のキャンペーン映像が選

出されました。

＜渋谷PARCO＞

渋谷PARCO建替え工事の仮囲い

「AKIRA ART WALL」がグッドデザイン賞を受賞しました。

渋谷PARCOの建替え工事に伴う仮囲いをアートウォール

として活用した「AKIRA ART WALL」が2018年度グッ

ドデザイン賞を受賞しました。日本を代表する漫画家・

映画監督である大友克洋氏の代表作である

『AKIRA』をコラージュアーティストの河村康輔氏と共

同で、工事期間中も公園通り・スペイン坂エリアの賑わ

い創出と来街者増加に貢献するため、2017年10月から仮

囲いを美術演出してきました。再開発が進む渋谷の街と

の親和性もあり、国内外で話題のスポットとして多くの

方に訪れていただいており、今回の受賞につながりまし

た。2019年2月からは過去最大の大きさでアート・

ウォール・プロジェクト第3章に切り替え、渋谷がアー

ト・カルチャーの発火点であることを世界に向けて発信

しています。

「PARCO 
2018AW」
ポスター

「PARCO 2018AW」キャンペーン映像

グッドデザイン賞受賞の様子
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『Detective Conan Cafe in Bangkok（名探偵コナンカ
フェインバンコク）』 ©GA/S,Y,T
©2018 GA/DCC

＜コナンカフェin バンコク＞

「第3回アニものづくりAWARD」銅賞を受賞しました。

アニメやマンガ、キャラクターとのコラボ商品、広告プ

ロモーションを表彰する「第3回アニものづくり

AWARD」のインターナショナル部門で、2018年8月よ

りタイで開催したコラボレーションカフェ『Detective

Conan Cafe in Bangkok（名探偵コナンカフェインバン

コク）』が銅賞を受賞しました。
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【地域】主な活動実績

ミニシアター「UP LINK（アップリンク）吉祥寺」開業
吉祥寺PARCO 地下2階

吉祥寺PARCO 地下2階に5スクリーン、計300席のミニシアター

「アップリンク吉祥寺パルコ」が2018年12月に開業しました。これ

までアップリンクとは、共同で映画作品の配給宣伝をおこなってきま

したが、映画館運営は初の共同事業になります。5つのスクリーンで

は、世界の映画祭で話題の作品をはじめ、アート系作品、インディー

ズ作品など、地域の方々にも楽しんでいただけるファミリー向け作品

も上映し、街に根差した「映画館」で、吉祥寺の街の「映画文化」多

種多様な映画を通して復活、応援します。観客と世界とを繋げる窓と

なるような映画館を目指します。

ひばりが丘PARCO

開店25周年記念「ひばり文化祭」開催

2018年10月19日～11月14日

開店25周年記念「ひばり文化祭」は、“PARCOで学ぶ・遊ぶ・元気に

なる”がテーマです。西東京で活躍するクリエイター、文化人、

ミュージシャンや地域に根差したショップ、学校などによるパフォー

マンスや講演、ワークショップを開催しました。メインヴィジュアル

で登場している切り絵作品、ロゴ制作、広告撮影も地域で活躍する切

り絵作家、デザイナー、カメラマンを起用しました。写真展「ひばり

の肖像。」は、ひばりが丘近郊で撮影された思い出の写真と、同じ場

所で同じようにプロのカメラマンにより再現された現在の写真を並べ

て展示。懐かしい風景と参加されたお客様のコメントと共に展示され

た写真は、毎日多くのお客様が足をとめてご覧頂いていました。

2018 年 12 月 撮影︓村田雄彦
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熊本PARCO 　

肥後一之宮・阿蘇神社 復興支援プロジェクト

【阿蘇神社エール】第一弾  日本三大楼門・国指定重要文化財『阿蘇神社楼門』模型特別展
2019年6月28日～9月22日

熊本店では地域の皆様との共生、及びより一層の復興を祈念し

て、2016年4月に発生した熊本地震により甚大な被害を受けた

「肥後一之宮　阿蘇神社」の復興支援プロジェクトを実施してお

ります。第一弾として、肥後一之宮 阿蘇神社 復興支援プロジェ

クト【阿蘇神社エール】第1弾『阿蘇神社 楼門模型』特別展示を

実施いたしました。今後も支援を継続していきます。

静岡PARCO

今川義元公の銅像建立プロジェクト、クラウドファンディング募集開始

2019年７月23日スタート

今川義元公生誕500年にあたり、義元公の功績を検証・再評価し
「今川復権︕」を実現する活動の一環として、市の玄関口であ

るJR静岡駅北口に、静岡市の礎を築いた義元公を”シンボル”と

して、銅像の設置をするためのプロジェクトを開始いたしまし

た。７月23日～10月１0日まで本プロジェクトは、静岡商工会

議所(プロジェクトオーナー)とパルコが協力をすることで、地域

活性の支援をいたしております。プロモーションでは松坂屋静

岡店および静岡PARCOと連携をしています。

阿蘇神社 楼門模型
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名古屋PARCO

地元の生産者や食文化を盛り上げるクラウドファンディングプロジェクト
2019年2月27日  レストランフロアリニューアルオープン

PARCO_ya
「シャンシャン」お誕生日連動企画「ハッピーパンダフルデイズ」を開催
 2019年5月22日～6月18日

上野動物園の人気者「シャンシャン」の誕生日（6月12日）を

記念して「ハッピーパンダフルデイズ」を開催しました。隣接

する松坂屋上野店と共同で、未公開ショットを含むシャンシャ

ン写真展やパンダクイズラ

リー、PARCO_ya上野限定のパンダグッズの販売、オリジナ

ルメニューの提供など、地元と一緒になってお誕生日を盛り上

げました。ご来場いただいたお客さまもお祝いムードで笑顔あ

ふれる館内になりました。

名古屋PARCO 西館7階 
「奥山安蔵商店 ヒモノ照ラス」

名古屋PARCO西館7階レストランフロアに出店した三重県の

活魚問屋「奥山安蔵商店」と地元愛知県で話題の店舗を運営

する「エイムエンタープライズ」は、出店にあわせてクラウ

ドファンディングサービス「BOOSTER」を活用し、「生産者

の環境改善や地元食文化を盛り上げる︕地元飲食企業×生産者

応援プロジェクト」を実施しました。ご支援いただいた支援

金の一部を生産者に還元し、若手漁師の育成、漁業設備の改

修資金、その他漁業支援などに活用していきます。リターン

にはレストランフロアで利用できるプレミアムグルメチケッ

トなどを提供し多くのお客さまにご来場いただきました。

PARCO_ya 1階
「DEAN & DELUCAカフェ」
パンダ　クラッシュチョコレート　マフィン
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2018年 北海道胆振東部地震災害への募金活動を行いました。

2018年9月18日（火）～2018年11月16日（金）までの期間に、合計94,877円の寄付金をお預かりいたしまし

た。お預かりした募金につきましては日本赤十字社を通じて、被災地復興支援金として寄付いたしました。

2018年 7月豪雨災害への募金活動を行いました。

2018年7月17日（火）～2018年10月19日（金）までの期間に、合計535,279円の寄付金をお預かりいたしまし

た。お預かりした募金につきましては日本赤十字社を通じて、被災地復興支援金として寄付いたしました。

2018年 大阪府北部地震災害への募金活動を行いました。

2018年6月26日（火）～2018年9月28日（金）までの期間に、合計82,398円の寄付金をお預かりいたしまし

た。お預かりした募金につきましては日本赤十字社を通じて、被災地復興支援金として寄付いたしました。

募金活動・支援活動

松本PARCOが参加した市民祭の様子

松本PARCO

「松本パル校祭」を開催 

 2018年11月3日

松本市でおこなわれる市民祭にあわせて、松本PARCOでは、地元

信用金庫や商店、地元誌と連携し「松本パル校祭」を開催しまし

た。2018年は松本の市街地が歩行者天国となり、地元信州のモデ

ル参加によるファッションショーには、松本PARCOに出店してい

る10ブランドが参加しました。また、パン屋さんが集合して展開

する人気企画「パンパパンフェス」や地元のキッチンカー9店舗が

集まった「パル校食堂」、館内ではワークショップやスタンプラ

リーでさまざまな体験をしていただきました。多くのお客さまにご

来場いただき、松本の街の賑わいに貢献しました。
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【環境】主な活動実績

環境省の「CO2削減／ライトダウンキャンペーン」に参加

参加店舗︓全国のPARCO16店舗 

※PARCO_ya上野除く第1回目︓2018年6月21日

（木）夏至の日20時～22時

※消灯時間が異なる店舗もあります

第2回目︓2018年7月7日（土）

クールアース・デイ、七夕

環境省が地球温暖化 防止のため、ライトアップ施設や家庭の照明を消していただくよう呼び掛けている「CO2

削減／ライトダウンキャンペーン」今年も参加いたしました。本年は6月21日（木）夏至の日に、全国の

PARCO16店舗にて建物の外回りの照明を中心に、ライトダウンを実施いたしました。少しでも地球温暖化防止

に貢献できるよう努めてまいります。 

2018年6月21日実施時　池袋PARCO　左:消灯前、右:消灯後

ECOアクションレポート発行により、全店舗の実績を共有

PARCO各店舗で使用している「電気量」や「リサイクル率」「ペットボトルキャップの回収」の各店実績レ

ポートを発行し、パルコ社内で共有しています。また、社会的課題となっている様々な情報についても盛り込

むことで、社員の環境対応への意識向上を推進しています。

環境｜重点テーマ｜CSR｜株式会社パルコ 73



【働き方改革】主な活動実績

場所を選ばない働き方を支援

ICT活用・拡充によりコミュニケーションの促進と業務の高速化・高

密度化を推進しています。

・クラウドサービス導入など社内グループウェア刷新

・全社員へのモバイルパソコン・スマートフォンの配布

・社内交流とフレキシブルな働き方推進

（WEBミーティングを拡大、フリーアドレス一部導入、フリーワー

キングスペース、コンセントレーションエリア設置）

副業制度導入
2019年２月スタート

本制度の基本方針は、

(１)副業を始めとする社外での経験は社員の成長の機会であり、社員の成長は会社の成長につながる

(２)多彩な才能を持った社員がおり、副業は社員の多彩な才能の発揮機会ともなり得る

と考える。

【本制度の目的と期待する成果】

(目的)
・社員の成長・自律促進

・社内活性化（イノベーションの促進）

・多様な人材の保持・獲得

・社員の多彩な才能の発揮機会

〇社外を経験することによって

・競争意識の刺激、イノベーション促進や社員の視点・人脈が拡大、社内風土の変革につなげる。〇副業制

度によって

・自己実現のための選択肢が拡大

・人材の獲得に好影響

働き方改革の国民運動「テレワーク・デイズ」、 東京都主催の「時差 Biz」に初参加

〇テレワーク・デイズ　2018年7月23日～27日（うち２日間）

〇時差Biz　　　　　 2018年7月11日～8月10日

多様な人材の 柔軟な働き方を実施するために、在宅ワーク制度の導入や、育児・介護支援制度の拡充を実施して

まいりました。 このたび、国が働き方改革の国民運動として展開する「テレワーク・デイズ」と、東京都が主催

する「時差 Biz」 に参加し、柔軟な働き方へのトライをいたしました。

(期待する効果)
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コンプライアンス研修を各種実施

リスクマネジメント委員会が、継続的な研修や訓練を通じて従業員へ積極的に働きかけ、

コンプライアンスの徹底を図っています。ハラスメント研修については、2017年度より全従業員の受講を目指

し開催しています。

2017年～2018年　

2018年 7月～8月　

2018年　 10月　

2018年　 11月　

2019年　　2月

ハラスメント研修

コンプライアンス・不正研修

個人情報保護法の基本研修

クレーム対応 研修

契約の基礎研修

2018年4月～2019年1月　BCP訓練 5回実施

2018年10月～11月　 インフルエンザ予防接種

非常放送の多言語化導入（札幌店、池袋店、調布店）

海外からのお客様の増加、特に2020年のオリンピック・パラリンピック大会に備え、火災報知機の作動時に自動

的に流れる非常放送の多言語化を進めております。19年度上期には、札幌店、池袋店、及び五輪会場の東京スタ

ジアムに近く、スタッフの宿泊も行われる調布店（上階にクレストンホテルあり）の3店舗に導入しました。火

災発生時には、日本語、英語、中国語の三か国語で非常放送が流れます。この多言語化は、今後も他の店舗に拡

大していく予定です。

全店に防災用マグネシウム電池を配備

去る2018年9月に発生した「北海道胆振東部地震」の際に、北海道で大規模停電が発生しました。札幌PARCO

におきましても、地震と停電が重なる事態に際し、必要な連絡や情報の収集がなによりも重要でした。この時の

経験から停電時の通信確保の重要性を認識し、非常時の携帯電話充電のための「マグネシウム空気電池」を各店

に配備致しました。塩水を入れることで電気が発生し、一個でスマートフォン30台をフル充電できるもので、

電池切れの不安に怯えることなく必要な通信が行えることで、現場の不安感軽減にもつながります。

池袋PARCO　豊島区池袋駅周辺の「帰宅困難者対策訓練」に参加
2018年11月15日

池袋店では、豊島区地域の商業施設、企業、大学などから1,000人を

超える方々が参加し、「大型地震発生、鉄道など公共交通機関はすべ

て停止」を想定しての「帰宅困難者対策訓練」に参加いたしました。

実施にあたり、池袋PARCO壁面の大型ビジョンでの告知にも協力し、

地域連携で訓練に臨みました。
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仙台PARCO　防災体験講座を実施
2018年7月26日

仙台店では、防災体験講座を開催しました。『地震体験』『濃 防災

体験講座を実施煙体験』『消火器体験』『119番通報体験』の４つの

体験講座を実施いたしました。「定期的に開催してほしい」「他のス

タッフにも参加させたい」等の声を多く頂きました。次回の訓練で

は、外国人ボランティアの方にも訓練に参加していただき、外国人に

向けた避難誘導や非常放送なども実施いたしました。

津田沼PARCO　暴漢対策訓練を実施
2018年5月17日

津田沼店では、年１回の「防犯講習会」をさまざまなテーマで行い、ショップスタッフに興味をもって参加して

いただく取り組みを進めています。店舗開店前の時間帯で開催した今回の講習会では『暴漢対策』をテーマに、

船橋東警察署・千葉県警察本部との合同対策訓練を実施いたしました。

調布PARCO　対テロ講習を実施

調布店では、東京スタジアムが19年ラグビーワールドカップ、調布

PARCO　対テロ講習を実施20年東京オリンピック・パラリンピック

大会の主要会場になるため、警視庁と調布警察署と連携した防犯講

習会を開催いたしました。内容は、過去のオリンピックなど国際大

会がテロリストの行動アピールの場として利用された事例や、爆弾

の材料は普通のホームセンターで購入できることを警察官が講義

し、スタッフに対して、何か普段との違和感を覚えた際は、すみや

かに110番通報することを確認いたしました。
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