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文化財・歴史的建造物の保全に関する取り組み

ホテル椿山荘東京 太閤園

箱根小涌園 藤田美術館への支援活動

創業時より、貴重な文化財や歴史的建造物を多数有しています。日本の財産であるこれらの文化財、建造物を保全
し、未来に引き継いでいくことも大切な使命であると考え、CSR活動の一環として取り組んでいます。

　1878年、山縣有朋公によって「椿山荘」と名づけられて以
来、激動の140年を経た庭園は、現在もあふれるばかりの緑と
格調高い造形美で、訪れる人々に深い感銘を与えています。
庭園内には、室町時代に建てられたといわれる「三重塔」や、
茶室「残月」などの国登録有形文化財をはじめ、般若寺式石
燈籠、伊藤若冲の下絵による羅漢石など、歴史的建造物・史
跡が点在しています。近年においては2009年より3年をかけ、
庭園に点在する文化財の補修工事を行いました。

　｢太閤園｣は、明治時代、藤田傳三郎が淀川畔に築造した
屋敷がもととなります。本邸、西邸、東邸と豪壮を誇った藤田
邸の大半は1945年の戦災で焼失しましたが、唯一残った東
邸周辺が、｢太閤園｣として生まれ変わりました。東邸は現在、
四季折々に美しい表情をたたえる庭園と由緒ある佇まいを有
する料亭「淀川邸」として使われています。敷地内に築かれ
た築山式回遊庭園では、小豆島や生駒山などから集めた自
然の奇石、珍石を庭石に使用。また、歴史ある燈籠や石仏塔
なども日本全国から集められました。

　藤田観光の創業の地でもある「箱根小涌園」には、2棟の
国登録有形文化財があります。1918年に藤田平太郎の別邸
として建築された数寄屋造りの日本家屋「貴賓館」。室内の
装飾は当時の最高技術が施され、庭園とともに現在も当時の
面影をそのまま残しています。現在では蕎麦処として営業し
ています。もう一つの国登録有形文化財である「迎賓館」は、
1875年、宮大工により建築された庄屋屋敷です。鉄板瓦の建
物で松や栗などの建材を使用した重厚な造りで、当時の梁や
柱を残したまま、2016年5月より鉄板焼・しゃぶしゃぶレストランと
して営業しています。歴史ある空間で特別な時間をお楽しみ
いただいています。

　藤田財閥の創立者である藤田傳三郎と、長男平太郎、次
男徳次郎が、明治初年から大正にかけて収集した東洋古美
術品を中心としたコレクションを公開する目的で、1951年に設
立、1954年に開館した｢藤田美術館｣。
　古美術や茶道への造詣が深かった父子が収集した絵
画、書跡、陶磁器、彫刻、漆工、金工、染織、考古資料など約
2,000件が収蔵され、そのうち9件が国宝、53件が重要文化財
に指定されています。藤田観光はルーツのつながりとこうした
文化財の保存を目的として、公益財団法人藤田美術館への
寄付とPRなどの支援を行っています。

国登録有形文化財「三重塔」

国登録有形文化財「蕎麦 貴賓館」

料亭 淀川邸

国宝 曜変天目茶碗（撮影：三好和義）

国宝 玄奘三蔵絵

コーポレート・ガバナンス

基本的な考え方

　当社は、事業を通じて、豊かな社会の実現に貢献する企業
を目指しています。また、株主をはじめとする全てのステークホ
ルダーと良好な関係を保ちながら、企業としての社会的責任
を果たすために常に最良のコーポレート・ガバナンスを追求し、
その充実に取り組むとともに、継続的に見直しを行い、さらなる
企業価値の向上に努めます。なお、当社はコーポレートガバナ
ンス・コードの各原則を全て実施しています。

＜コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方＞
・ 当社は、常に最良のコーポレート・ガバナンスを追求し、その充
実に継続的に取り組む。
・ 当社は、長期的な企業価値の向上を目的に、以下の基本
的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実を実現
する。

コーポレート・ガバナンス体制の概要

＜取締役・取締役会・執行役員＞
　当社の取締役は総数9名で、うち2名が社外取締役です。
執行役員は14名で、うち7名が取締役を兼務しています。社
外取締役を含む全ての取締役が出席する取締役会を原則と
して毎月１回開催し、法令で定められた事項および経営上重
要な事項についての決議・報告を行っています。また、代表取

締役社長が議長を務め、執行役員および代表取締役社長が
指名した者を構成員とする経営執行会議を原則として毎月
1回開催し、経営環境の共通認識と対策を議論するとともに、
事業運営上の事項を決定しています。

＜監査役・監査役会＞
　当社は監査役制度を採用しており、監査役は総数4名で、
うち2名が社外監査役です。また、取締役の職務執行の監査
機関として監査役会を設置しています。各監査役は取締役
会に出席し、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保
する観点から必要に応じて発言しています。また、取締役の
職務の業務執行に関する監査を実施し、原則として毎月１回
開催する監査役会に報告し監査の実効性と効率化を図って
います。
　常勤監査役は、定例の取締役会の開催に先んじて開催
される審議会（議長は代表取締役社長）にも出席し、当社グ
ループの経営における重要な事項の審議に適切に参加して
いるほか、経営執行会議では会議資料の速やかな提出を受
けています。さらには、子会社の監査役を兼務している場合、
その子会社において開催される定例の取締役会に出席して
います。
　また、当社の会計監査人から会計監査内容について報告
を受けるとともに、会計方針、会計処理の方法などが会社財
産の状況などに照らして適正であるかについて、情報交換を
行うなど連携を図っています。
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※ 藤田美術館は、施設の全面的な建替えにより、長期休館しています。
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社外取締役および社外監査役

　当社では2018年3月28日現在、社外取締役2名、社外監査
役2名が就任しています。それぞれが原則として全ての取締
役会に出席し、客観的な立場から必要に応じて意見を述べ
ており、客観的・中立的な経営監視機能が十分に確保されて
いるものと考えています。

取締役
9名

社内
7名

社外
2名

監査役
4名

社内
2名

社外
2名

社外役員選任理由
社外取締役

氏名 取締役会 出席状況
（201７年1～12月） 選任理由

残間 里江子 18回のうち18回
出席

長年にわたり会社経営に携わっておられ、また、政府審議会などの公的委員を歴任されて
いるほか、総合プロデューサーとして数々の大型イベントを手がけられるなど、多分野にお
ける豊富な経験および識見を有しております。また、当社が推進している女性の活躍をはじ
めとしたダイバーシティ＆インクルージョンの取り組み等に対しても貢献いただけるものと判断
し、引き続き社外取締役に選任いたしました。

三屋 裕子 18回のうち18回
出席

長年にわたり法人経営に携わっておられ、また、各スポーツ協会等の役員・委員を歴任する
など、多分野における豊富な経験および識見を有しております。また、当社が推進している
女性の活躍をはじめとしたダイバーシティ＆インクルージョンの取り組み等に対しても貢献い
ただけるものと判断し、引き続き社外取締役に選任いたしました。

社外監査役

氏名 選任理由

中塩 弘
（常勤）

株式会社みずほ銀行、みずほ証券株式会社において、長年にわたり金融市場等での業務経験を積まれ、２００８年にDOWAホールディン
グス株式会社執行役員、２００９年以降同社取締役として、主に企画・管理部門における豊富な経験および識見を有しております。その経
験・識見を当社の監査業務に生かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任いたしました。

宮本 俊司 
三井住友信託銀行株式会社、三井住友トラスト・ビジネスサービス株式会社において、長年にわたり融資・企画等の業務経験を培われ、豊
富な経験および識見を有しております。その経験・識見を当社の監査業務に生かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任いたしま
した。

※当社は、残間里江子氏、三屋裕子氏および宮本俊司氏を東京証券取引所の規則に定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。

役員報酬 （2017年実績）

役員区分 対象となる役員の員数
（名）

報酬等の総額
（百万円）

取締役（社外取締役を除く） 8 214

監査役（社外監査役を除く） 2 042

社外役員 5 024

（注）上記は、2017年3月に退任した取締役1名と監査役1名を含んでいます。

役員報酬等の内容

　当社の取締役の報酬は、「基礎報酬」と「業績報酬」によっ
て構成されています。株主総会の決議により決定した報酬額
の限度内で、役員報酬規程に基づき、経営状況、経済情勢な
どを勘案して報酬額を決定しています。また、取締役および執

行役員の報酬などの客観性と透明性向上のため、代表取締
役社長の諮問機関として、「報酬委員会」を設置しています。
当委員会は監査役、社外役員ならびに弁護士の社外有識者
が過半数を占める構成とし、原則１年に１回以上、代表取締
役社長からの諮問要請に応じ、審議の結果の答申を行ってい
ます。

内部統制システムの整備の状況

　当社グループは、その使命、価値観を明確にするとともに、
全ての役員および従業員がその職務を遂行するにあたって
心がけるべき行動あるいは心がまえに関する基本方針とし
て、社是・社訓（経営指針・行動指針）を定めています。また、
当社グループに係わる全ての人々およびステークホルダーか
ら信頼され、法令などを遵守し、社会に開かれた公正で透明
性のある企業集団を目指して「倫理規程」を定め、目的達成
のための過程で起きる様々な法律上および倫理上の問題を
解決していくための基準を示しています。さらには、企業の社
会的責任を果たすにはコーポレート・ガバナンスの充実が不
可欠であるとの認識のもと、信頼性・透明性の高い企業集団
を目指して内部統制システムの改善と向上に努め、CSR推進
室や情報開示委員会の設置など、組織面の対応を進めてい
ます。

＜コンプライアンス体制＞
● CSR推進室の設置
　当社の内部監査部門として、社長直轄のCSR推進室（室
長以下計5名）を設置しています。定期的に各事業所・子会
社の内部監査を実施し、当社グループの業務が法令、定款お
よび社内規程に則して適当、妥当かつ合理的に行われてい
るか、諸規程が適正、妥当であるかなど、社内コンプライアン
ス状況をチェックし、その結果を代表取締役および監査役に
定期的に報告しています。

● 内部通報制度の運用
　当社グループのコンプライアンスに関する相談や不正行為な
どの通報窓口（「りんりんホットライン」）を設置しています。また、
「公益通報者保護規程」の制定など、通報者である従業員
が不当な扱いや不利益を被ることのないよう防御した内部通
報制度を、社外を含めた複数の窓口において運用しています。

＜リスク管理体制＞
　リスク管理委員会を設置し、当社グループの経営に重大な
影響を与えるリスクを洗い出し、定期的に見直すとともに、必
要に応じ損失を減らすための対応を行い、その結果を定期的
に取締役会に報告しております。また、「事故報告基準」を定
め、事件・事故が発生した場合には同基準に則り、速やかな
報告を求め、必要な対応を行っています。

＜反社会的勢力排除に向けた体制＞
　当社グループは、社会の秩序や安全に脅威を与える反社
会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、不当要求につ
いては断固として拒絶することを基本方針としています。また、
「倫理規程」の中にその旨を規定し、全ての役員および従業
員に周知徹底しています。

＜当社グループの業務の適正を確保するための体制＞
　各子会社は、事業グループもしくは本社グループのいずれ
かに所属し、当社グループが定めるコーポレート・ガバナンス
の規則に応じた諸規程に基づいて、内部統制が十分に機能
するよう、経営計画を策定、業績目標を設定し、その目標達成
に向けた具体策を立案、実行しています。また、当社は「関係
会社および有価証券投資先管理規程」を定めて、各事業グ
ループならびに本社グループを通じて、各子会社に対する適
切な経営管理や意思決定を行うほか、CSR推進室が直営事
業所、子会社の区別なく定期的に内部監査を実施するととも
に、原則、当社常勤監査役のうち誰かが各子会社の監査役
に就任し、監査を行うことで業務の適正を確保する体制とし
ています。

情報開示方針

　全ての株主に対し、株主間において情報格差が生じないよ
う、適時適切に情報開示を行うことを基本方針としています。
長期的な企業価値の向上に向け、株主をはじめ様々なステー
クホルダーを尊重し、良好かつ円滑な関係の維持に努めると
ともに、情報開示においても、株主に対して当社に関わる重要
な情報を積極的かつ適切に開示します。また、情報開示が適
法に行われているかの審議を行う機関として「情報開示委員
会」を設置しています。

株主・投資家とのコミュニケーション

　当社グループにとって、株主の皆さまは、事業継続への良き
理解者であり、重要なステークホルダーであると認識しており、
企業情報を公平かつ適時・適切に発信するとともに、株主の
皆さまとの対話を促進し信頼関係の構築に努めることをIRの
基本方針としています。2017年度の主なIR活動は次の通りで
す。

2017年度の主なIR活動
･期末・中間決算発表時、機関投資家向け説明会を開催
  （社長出席）
･IR個別面談を開催
･機関投資家向け施設見学会を実施
  （箱根にて1回）
･個人投資家向け説明会を開催
  （東京・大阪・横浜にて合計4回）
･統合報告書を制作
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