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私たち阪急阪神ホールディングスグループは、
2006年10月、阪急ホールディングスと阪神電気鉄道が
経営統合を行うことによって誕生。
関西地域を中心に都市交通、不動産、エンタテインメント・コミュニケーション、
旅行、国際輸送、ホテルの6つのコア事業を営んでいます。

私たちは、この関西経済の中心である大阪・神戸・京都を鉄道で結ぶと共に、
沿線を中心にして商業施設やオフィスビル経営、阪神タイガースや宝塚歌劇、
旅行やホテルなど多岐にわたる分野において、人々に豊かなライフスタイルを提案し、
沿線地域のまちづくりに貢献してきました。

私たちは、これからも時代を超えて皆様に豊かなライフスタイルを提案し、
「安心・快適」、そして「夢・感動」をお届けするという使命を果たしてまいります。

使命

私たちは何を大切に考えるのか

◎お客様原点
◎誠実
◎先見性・創造性
◎人の尊重

価値観

「安心・快適」、そして「夢・感動」をお届けすることで、
お客様の喜びを実現し、社会に貢献します。

私たちは何のために集い、何をめざすのか

すべてはお客様のために。これが私たちの原点です。

誠実であり続けることから、私たちへの信頼が生まれます。

時代を先取りする精神と柔軟な発想が、新たな価値を創ります。

事業にたずさわる一人ひとりが、かけがえのない財産です。

阪急阪神ホールディングス グループ経営理念

そして
「安心・快適」、

「夢・感動」



当社グループでは「都市交通」「不動産」「エンタテインメント・コミュニケーション」
「旅行」「国際輸送」「ホテル」の6つの事業領域をコア事業と位置付け、
グループ経営機能を担う当社の下、阪急電鉄、阪神電気鉄道、阪急交通社、阪急阪神エクスプレス、
阪急阪神ホテルズの５社を中核会社として、グループ全体の有機的な成長を目指しています。

コア事業推進体制

阪急阪神東宝グループは、当社グループ、百貨店事業をはじめとする小売関連事業を展開するエイチ・ツー・オー 
リテイリンググループ、映画製作・配給などを中心に事業を展開する東宝グループからなる企業グループです。
約200社のグループ会社、約33,000人の従業員を擁し、グループ全体としての年間の売上高は約1兆8,500億円
となっています（2016年3月31日現在）。

阪急電鉄
阪急阪神
エクスプレス

阪急阪神
ホテルズ阪急交通社

阪神電気鉄道

阪急阪神ホールディングス

都市交通 不動産 エンタテインメント・
コミュニケーション 旅行 国際輸送 ホテル

阪急阪神
ホールディングス
グループ

東宝グループ
　エイチ・ツー・オー　

リテイリング
グループ

東宝を中心とするグループ。映画製
作・配給・興行、演劇製作・興行の事
業を新宿東宝ビル・日比谷シャンテ
などの不動産賃貸事業が堅実に支
え、アニメ製作やＤＶＤソフトの製作・
販売、シネマコンプレックス網の拡充
にも力を注ぎ、幅広いお客様にエンタ
テインメントを提供しています。

エイチ・ツー・オー リテイリングの下、
阪急百貨店と阪神百貨店を核に百
貨店事業、スーパーマーケット事業、
個別宅配事業、ショッピングセンター
の運営など小売に関連した事業を展
開しています。

2016年7月

阪急阪神ホールディングス株式会社
代表取締役社長

　皆様には、平素より当社及び当社グループの事業活動にご理

解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

　当社グループは、グループ経営機能を担う当社の下、阪急電鉄、

阪神電気鉄道、阪急交通社、阪急阪神エクスプレス、阪急阪神ホ

テルズの５つの中核会社を中心に、「都市交通」「不動産」「エンタ

テインメント・コミュニケーション」「旅行」「国際輸送」「ホテル」の

６つのコア事業を展開しています。

　当社グループでは、中期経営計画に基づき、各コア事業の競争

力強化と財務体質の改善に並行して取り組んできましたが、それら

について相応の成果を上げることができました。今後は2018年度

までを「中期的な成長のための基盤整備の時期」と位置付け、「梅

田地区をはじめとする沿線の価値向上」と「中長期的な成長に向

けた新たなマーケットの開拓」の２つの事業戦略に沿った取組みを

着実に実行してまいります。

　また、１００年以上の長きにわたり、地域社会と共に歩んできた

当社グループは、これからも地域社会の一員として「未来にわたり

住みたいまち」をつくるため、社会貢献活動「阪急阪神 未来の

ゆめ・まちプロジェクト」や環境保全活動を推進していきます。

　今後も、さらなる成長に向けて一層の飛躍ができるよう、グループ

一丸となって取り組み、グループ経営理念である「『安心・快適』、

そして『夢・感動』をお届けすることで、お客様の喜びを実現し、社会

に貢献する」グループとなることを目指してまいります。引き続き、

当社及び当社グループをご愛顧いただき、一層のご支援を賜りま

すようお願い申し上げます。
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阪急阪神東宝グループについて

中期経営計画を着実に実行し、
将来の成長に向けた
基盤整備を進めてまいります

当社グループにおける
事業推進体制（コア事業推進体制）について

Business Scheme

Top Message



ホテル事業
9.1％

国際輸送事業
4.9％
旅行事業
4.1％

当社グループは、純粋持株会社体制を採用しており、事業執行は基本的に傘下のグループ会社が担当し、当社は

グループ全体の監視・監督を主要な職務とすることで、監視・監督機能と執行機能とを分離した体制としています。

この体制のもと、当社は、当社及び当社グループの経営方針、経営戦略などに関わる事項や各コア事業の中期・年度

経営計画について承認する権限を保持し、事業執行会社に対して適時その進捗状況に関する報告を求めます。このほ

か、一定金額以上の投資を行う場合など、グループ会社がグループ経営の観点から重要な事項を実施する際は、事前

に当社の承認を得ることを求めるなど、各会社を監視・監督し、グループ全体のガバナンスの向上を図っています。

そのため、上記事項については、社外取締役を加えて構成された当社取締役会を承認又は報告の場とすると共に、

その前置機関として、当社グループの各コア事業の代表者もメンバーに加えたグループ経営会議を設置しています。

さらに、グループとしての総合力強化の一環として、資金調達を当社に一元化し、事業執行会社には、当社が承認した

経営計画の範囲内において必要な資金が配分される仕組みの整備を推進するなど、資金面でのガバナンスの強化にも

努めています。

会 社 名

会 社 創 立

登記上本店

本社事務所

人事総務室

東京統括部

資 本 金

 阪急阪神ホールディングス株式会社　Hankyu Hanshin Holdings, Inc.

1907年（明治40年）10月19日

〒563-0056 大阪府池田市栄町1番1号

〒530-0012 大阪市北区芝田1丁目16番1号

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1丁目5番2号

　　　　　　東宝ツインタワービル5階

994億74百万円（2016年3月31日現在）

2016年3月期の営業収益・営業利益 コーポレート・ガバナンス体制図

任解／任選の役査監任解／任選の役締取

報告

会計監査

報告

報告

連係

連係

監査

監査

参画
（オブザーバー）

参画

諮問
（人事・報酬）

招集／執行状況報告

招集

取締役会

代表取締役社長

グループ経営会議

グループ各社

監査役会

監査役スタッフ
企業統治委員会

グループ監査室

選任／解任

常勤取締役
6名

非常勤取締役
8名

（うち社外取締役2名） 社外監査役
3名

取締役（各コア事業代表）

株主総会

会計監査人
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※構成比はセグメント間取引を含む各セグメントの単純合算額を基に算出しています。

（2016年7月1日現在）

国際輸送事業
1.6％

ホテル事業
2.9％

その他
0.9％旅行事業

0.6％

エンタテインメント・
コミュニケーション事業
15.1％

その他
5.2％

都市交通事業
36.5％

都市交通事業
32.1％

不動産事業
44.1％

エンタテインメント・
コミュニケーション事業
13.5％

不動産事業
29.6％

都市交通事業
36.5％

都市交通事業
32.1％

営業収益

億円7,074
営業利益

億円1,103
常任監査役
2名

阪急阪神ホールディングス株式会社の概況
General Condition

コーポレート・ガバナンス体制
Corporate Governance

選定／解職／監督
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阪急電鉄や阪神電気鉄道を中心に、鉄道・バス・タクシーが連携して
多彩な輸送サービスを提供し、一大ネットワークを形成。
駅ナカ・駅チカの物販施設で駅の快適性を高める
流通と交通広告を一体的に運営し、相乗効果を発揮することで
沿線の新たな価値創造にも取り組んでいます。

鉄道・バス・タクシーが
連携して提供する
多彩な輸送サービス

Nara
Osaka Namba

Umeda

Takarazuka

Kyoto

Kobe

鉄道と連携し、
周辺交通サービスも充実

周辺交通サービスは、鉄道との連携をさらに深
化させています。阪急バス・阪神バス・阪急田園
バスでは、ハウスＩＣカード乗車券「ｈａｎｉｃａ」を導
入、阪急タクシー・阪神タクシーでは、全車で各
種クレジットカードや電子マネー「PiTaPa」「iD」
を取り扱うなど、多様化する決済ニーズに対応。
また、環境への配慮からエコドライブの推進に取
り組むほか、駐輪場の管理運営など、沿線の交
通ネットワークの拡充に努めています。

駅ナカ・駅チカを中心に、
幅広く小売サービスを展開

阪急・阪神沿線の駅ナカを中心に、コンビニエ
ンスストア「アズナス」、駅売店「ラガールショッ
プ」、化粧品・服飾雑貨「カラーフィールド」など
の小売店を展開。また、沿線のショッピングセ
ンターや首都圏で、家具・インテリア雑貨「ダブ
ルデイ」、レディスファッション「フラガ・ベイシ
カ」、フレッシュジュース「ジュースデリマメカ」
なども展開しています。

交通広告の持つ情報発信力を
自在に活用

テレビや新聞などでは捉えきれないターゲット
に対する情報発信力を持つメディア、“交通広
告”。この特性を活かして、電車内・ターミナル・
コンコースはもちろん、デジタルサイネージなど
を自在に活用し“価値ある空間”をご提供。交
通広告の戦略的メディアミックスを実現してい
ます。

バス・タクシー | Buses & Taxis  流通 | Retailing 交通広告 | Transportation Advertising 

安全、安心、快適　
社会を支える鉄道インフラとして輸送サービスを提供

大阪の心臓部・梅田と神戸、宝塚、京都の３都市を結ぶ阪急電鉄、
私鉄で唯一、梅田（キタ）と大阪難波（ミナミ）の２大都心に乗り入れる
阪神電気鉄道。この２社を中心に、社会を支える鉄道インフラとして、
関西圏における一大ネットワークを形成し、安全、安心、快適な輸送
サービスを提供しています。近年は、4ヵ国語対応の観光案内所や
訪日旅行者向け乗車券の発売などを通じ、沿線へのお客様誘致にも
取り組んでいます。また、環境性能を大幅に向上させた新型車両を
導入するなど、省エネルギーにも努めています。

鉄道 | Rail

Urban 
Transportation
都市交通事業

阪急ツーリストセンター大阪・梅田



まちににぎわいをもたらす大規模開発を着実に推進

不動産開発 | Real Estate Development

不動産賃貸 | Real Estate Leasing

不動産分譲 | Real Estate Sales

2012年に全面開業した梅田阪急ビル・阪急うめ
だ本店、2013年にまちびらきを迎えたグランフロン
ト大阪。そして、さらなるまちのにぎわい創出に向け
て、2022年の竣工を目指し「梅田1丁目1番地計
画（大阪神ビルディング及び新阪急ビル建替計
画）」を推進しています。また首都圏では「四谷駅前
地区第一種市街地再開発事業」に参画。海外で
はアセアン地域で物流倉庫を建設保有するなど、
新たなマーケットの開拓にも力を入れています。

関西経済の中心地・大阪梅田や沿線を中心に
数多くの商業施設・オフィスビルを保有
賃貸、運営管理を通じて魅力あるまちづくりに貢献

梅田阪急ビル、グランフロント大阪、阪急三番街、HEP  FIVE、ハービス
OSAKA・ハービスENT、新大阪阪急ビル、阪急西宮ガーデンズなど、
関西経済の中心地である大阪梅田や阪急・阪神沿線を中心に、数多く
の商業施設・オフィスビルを保有。賃貸可能面積は合計で約１７０
万㎡（２０１6年３月末現在）に上ります。これらの賃貸、運営管理を通
じて、魅力あるまちづくりに貢献しています。

品と質にこだわる「ジオ」ブランドのマンション分譲、住み良い街並と
ライフスタイルを提供する「ハピア」ブランドの戸建分譲を中心に、
お客様の夢をかなえる住まいをご提案

お客様の視点で品と質にこだわり、まちと共に末永く愛され、時を経るごとに愛着
を感じていただける住まいづくりを目指す「ジオ」ブランドのマンション。ライフスタイ
ルの移り変わりをしなやかに捉え、これからの快適な住まい創造に取り組む「ハピ
ア」ブランドの戸建住宅。これらを中心に、京阪神のみならず首都圏においても、
お客様の夢をかなえる住まいをご提案しています。
また、ベトナム ホーチミン市におけるマンション分譲事業に参画するなど、
本格的な海外進出への第一歩を踏み出しました。

阪急西宮ガーデンズ

ハービスENT

HEP FIVE

梅田阪急ビル

グランフロント大阪

梅田1丁目1番地計画
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Real Estate
不動産事業

1929

1977

1998

2012
2013

NEXT

梅田阪急ビル第1期

阪急グランドビル

ベトナム ホーチミン市での
マンション分譲事業（完成イメージ）ハピアガーデン 垂水霞ヶ丘

創業期から魅力あふれる沿線づくり・まちづくりにこだわり、
都市交通事業と共に成長を続けてきた不動産事業。
まちににぎわいをもたらす商業施設や
オフィスビルの開発・賃貸・運営管理、
そしてライフスタイルにフィットした上質な住まいの提供。
さらにはこれまで培ってきたノウハウを活かした不動産ファンド事業。
「まちづくり」のDNAを受け継ぐ者たちが描く未来図は、
様々な形で実を結んでいます。

創業期から魅力あふれる沿線づくり・まちづくりにこだわり、
都市交通事業と共に成長を続けてきた不動産事業。
まちににぎわいをもたらす商業施設や
オフィスビルの開発・賃貸・運営管理、
そしてライフスタイルにフィットした上質な住まいの提供。
さらにはこれまで培ってきたノウハウを活かした不動産ファンド事業。
「まちづくり」のDNAを受け継ぐ者たちが描く未来図は、
様々な形で実を結んでいます。

創業以来、
受け継がれるまちづくりのＤＮＡ
私たちは、これからも魅力ある
まちをつくり続けます

創業以来、
受け継がれるまちづくりのＤＮＡ
私たちは、これからも魅力ある
まちをつくり続けます

ジオタワー高槻 ミューズガーデン
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夢と感動のステージを
お届けする宝塚歌劇

世界でも数少ない女性だけの劇団として、お
客様を夢と感動のステージへと誘う宝塚歌劇
団。宝塚大劇場・東京宝塚劇場での通年公
演や全国各地での公演に加え、これまで計
18の国と地域・計26回の海外公演も行い、
世界でも高い評価をいただいています。また、
宝塚歌劇専門チャンネル「TAKARAZUKA 
SKY STAGE」やインターネットを通じた映像・
音楽の配信など、多方面へのメディア展開も
行っています。

暮らしやビジネスの
快適・便利をサポート

ケーブルテレビなどの放送・通信事業では、テ
レビ・インターネット・電話をより快適にご利用
いただけるよう、お客様の幅広いニーズにお応
えできるサービスを、また情報サービス事業で
は、EコマースやWeb制作、鉄道・ビル関連の
システム開発、グループ施設における公衆無線
LANインフラの構築などで、最適なソリューション
をそれぞれご提供。暮らしやビジネスの様々な場
面をサポートします。

グループ屈指の観光資源、
六甲山

日本有数の夜景スポット・六甲山は、グループ
屈指の観光資源。スキー場や植物園、オルゴー
ルミュージアムなど、複数のレジャー施設を展開
しています。「自然体感展望台 六甲枝垂れ」
は、その芸術性の高さからも注目を集め、また、
六甲山の自然・眺望と現代アート作品を組み
合わせた展覧会「六甲ミーツ・アート」も好評を
博しています。

宝塚歌劇 | Takarazuka Revue コミュニケーションメディア | Communication & Media 六甲山 | Mount Rokko

聖地「甲子園」を本拠地に、感動の瞬間をお届け

全国的な人気を誇るプロ野球チーム「阪神タ
イガース」。また、同球団のホームグラウンドであ
り、春・夏の高校野球の舞台としても多くの野
球ファンに親しまれている「阪神甲子園球場」。
観客を魅了するタイガースの選手たちのプレー
は、数多の熱戦が繰り広げられてきた野球の
聖地「甲子園」と共に、日本の野球界発展に
寄与し続けています。

阪神タイガース | HANSHIN  Tigers

全国の熱狂的なファンに支持される阪神タイガース、
「清く 正しく 美しく」を理念として、歴史を刻み続ける宝塚歌劇。
これらに加えて、音楽、広告、出版など、
多彩なコンテンツでお客様の暮らしに「夢」と「感動」をお届けしています。

全国の熱狂的なファンに支持される阪神タイガース、
「清く 正しく 美しく」を理念として、歴史を刻み続ける宝塚歌劇。
これらに加えて、音楽、広告、出版など、
多彩なコンテンツでお客様の暮らしに「夢」と「感動」をお届けしています。

人 を々魅了する
「夢」と「感動」をプロデュース
人 を々魅了する
「夢」と「感動」をプロデュース

し だ

エンタテインメント・
コミュニケーション事業

Entertainment & 
Communication
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積み重ねた実績と経験による充実したサービスで、
お客様のビジネス旅行を全面的にサポート

国際航空運送協会（ＩＡＴＡ）公認代理店として、全世界の航空会社の予約・
発券、各国査証取得はもちろん、現地到着後のホテルの予約や通訳の手配ま
で、構築したノウハウを活かして確実に対応。国内、海外でのネットワークを活か
し、海外出張支援システムや２４時間対応の海外日本語ヘルプデスクなど、
充実したサポート体制でお客様の安心で快適なビジネス旅行をお約束します。

業務渡航 | Business travel

団体旅行の様々なご要望に対応
企業、法人向けに視察旅行、報奨旅行、研修旅行、イベント・コンベンションといった団体旅行や修学旅行などの教育旅
行を企画、提案。長年にわたり培った経験と知識を活かし、お客様をサポートします。

団体旅行・MICE | Group travel・MICE

きめ細やかなサービスで訪日旅行をプロデュース

急増するインバウンド需要に応えるため、シンガポー
ル、ヨーロッパなど海外拠点と連携し、万全の受入れ
体制で、欧米・東南アジアをはじめ世界各国からの
訪日旅行のお客様にご満足いただいています。

訪日旅行 | Visiting Japan

阪神トラベル・インターナショナル

1948年の創業以来、常に「お客様目線」を大切にし、
多様化するニーズに応えてまいりました。
長年培ったノウハウで、パッケージツアーから個人旅行、
企業の団体旅行や業務渡航、そして訪日旅行に至るまで、
品質を大切に安心・安全な旅と感動をご提供しています。

お客様の声に応える「旅」の創出で、
「旅行と言えば阪急交通社」と
思い浮かべていただける企業を目指します

Travel
旅行事業

５つのブランド展開で幅広いニーズに対応
お客様に「心に届く旅」をご提供

充実した内容をお手ごろ価格で提供する「トラピックス」をはじめ、
ゆとりの旅の「クリスタルハート」「阪神航空フレンドツアー」、自由な
旅の「e-very」、思いどおりの贅沢をかなえる「ロイヤルコレクション」
の５ブランドを展開。新聞広告やテレビＣＭ、情報誌、Webなど
多彩なメディアを通じて販売しています。

国内旅行・海外旅行 | Domestic  & Overseas Travel 
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国際物流のパイオニアとして
半世紀以上にわたる海外事業展開で培ってきた実績とノウハウを活かし、
お客様にとって最適なサプライチェーン・マネジメントをサポートします。

グローバルに展開する
高品質なサービスと共に、
お客様に最適な
ロジスティクスを提供しますInternational 

Transportation
国際輸送事業

※貨物のセキュリティ管理とコンプライアンス体制が整備された事業者に対し、税関手続の緩和・簡素化策を提供する制度

海上貨物輸送の輸出入を
ドア・ツー・ドアで

外航海運利用事業者（ＮＶＯＣＣ）として、グ
ローバルネットワークを活かした国際海上貨
物輸送を展開。一般コンテナ輸送（ＬＣＬ：混
載貨物・ＦＣＬ：コンテナ扱い貨物）はもち
ろん、特殊コンテナ輸送、在来船利用運送、
さらには輸出入通関や物流コンサルティング
まで、お客様のニーズに応えるドア・ツー・
ドアのサービスをご提供しています。

物流全体を最適化する
ソリューションを提案・実現

高度な物流コンサルティング能力を備えたエキ
スパートが、最先端のITを最大限に駆使し、
お客様に最適なロジスティクス・ソリューションを
ご提案。高機能倉庫での保管・管理、流通加
工、配送など、物流全体を包括的に捉え、国内
外で、高品質でスピーディーなオペレーションを
実現します。また、2009年には、AEO制度※に
おける「特定保税承認者」に承認されました。

コンプライアンスに基づく
適正・迅速な通関業務

貨物の内容や数量などを代行して税関に申
告し許可を得る、貨物の輸出入に不可欠な通
関手続きにも精通。全国6税関から合計
14ヵ所で通関営業許可を受け、通関士の有
資格者を中心としたプロフェッショナル集団が
コンプライアンスに基づいた適正・迅速な通
関業務を実施しています。

国際海上貨物輸送 | International Sea Freight ロジスティクス | Logistics 通関業 | Customs Clearance

日本初のIATA航空貨物取扱代理店として、
信頼の国際輸送サービスを提供

1948年に日本初の国際航空運送協会（IATA）認可の貨物代理店
として、国際航空貨物輸送の業務に進出。物流の始点から終点まで
一貫したサービスで、確固たるブランドを築き上げています。26の国と
地域に100を超える自社拠点を有し､提携代理店も含め、全世界で
迅速かつ安全な国際輸送サービスをご提供しています。

国際航空貨物輸送 | International Air Freight
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全45ホテル、総客室数約10,000室の日本屈指のホテルグループ
「阪急阪神第一ホテルグループ」を展開。
現代人のより良い眠りをデザインする宿泊主体型ホテルから、
非日常を満喫できるラグジュアリーホテルまで、
お客様の思いに寄り添うホスピタリティで
最高のおもてなしをお届けします。

日本屈指の
ホテルグループを展開

阪急阪神第一ホテルグループ  
加盟ホテル一覧

眠りをデザインするホテル
「ｒｅｍｍ（レム）」

2007年、「上質な眠り」をコンセプトにスタートした
宿泊主体型ホテル「remm（レム）」。客室ではなく
「寝室」という発想の下、ホテルエントリーから翌朝
の出発まで、お客様に五感を通じて「よい眠り」を
実感していただくためのデザインを、随所に施して
いるホテルブランド。「心地よい眠り」と「癒し」を
ご提供しています。現在、日比谷、秋葉原、新大
阪、鹿児島の計4店舗を展開し、2017年春に
は、東京・六本木にレム最大となる客室数400
室の「レム六本木」開業を予定しています。

“もうひとつの我が家”のように
落ち着いた雰囲気と、
心温まるサービスで
お客様をお迎え
阪急阪神第一ホテルグループ以外にも国際的
な高級ホテルチェーンと提携して運営している
「ザ・リッツ・カールトン大阪」があり、開業以来、
高い評価を得ています。

チェーンホテルオペレーター
として幅広いサポート

阪急阪神第一ホテルグループは、長年のホテ
ル経営のノウハウで、新規ホテルのブランディ
ングから既存ホテルのリブランドまで幅広く
サポート。チェーンホテルオペレーターとして
本部の営業支援や各種サポートにより、ホテ
ルネットワークの拡大と営業力の強化に努め
ています。

ホテルブランド | Hotel Brand レム | remm Hotel ザ・リッツ・カールトン大阪 | The Ritz-Carlton, Osaka

Hotels
ホテル事業

＜直営ホテル　１ホテル＞
レム鹿児島

＜チェーンホテル　1ホテル＞
タカクラホテル福岡

＜チェーンホテル　3ホテル＞
真庭リバーサイドホテル（岡山県）
呉阪急ホテル（広島県）
東京第一ホテル下関

＜チェーンホテル　6ホテル＞
高松国際ホテル
JRホテルクレメント高松
ホテルクレメント徳島
ザ クラウンパレス新阪急高知
東京第一ホテル松山
今治国際ホテル

＜チェーンホテル　4ホテル＞
富山第一ホテル
第一イン新湊
ホテルコンコルド浜松
東京第一ホテル錦（名古屋市）

＜チェーンホテル　3ホテル＞
モンタナリゾート（宮城県岩沼市）
東京第一ホテル鶴岡
東京第一ホテル米沢

＜直営ホテル　11ホテル＞
京都新阪急ホテル
レム新大阪
ホテル阪急インターナショナル
大阪新阪急ホテル
新阪急ホテルアネックス
梅田OSホテル
ホテル阪神
千里阪急ホテル
ホテル阪急エキスポパーク
宝塚ホテル
六甲山ホテル

＜チェーンホテル　5ホテル＞
ホテルボストンプラザ草津（びわ湖）
ホテルロイヤルヒル福知山＆スパ
天橋立ホテル
大阪第一ホテル
有馬ビューホテル うらら

＜直営ホテル　６ホテル＞
第一ホテル東京
第一ホテルアネックス
レム日比谷
レム秋葉原
第一ホテル東京シーフォート
吉祥寺第一ホテル

＜チェーンホテル　５ホテル＞
銀座クレストン
アワーズイン阪急
第一ホテル両国
第一イン池袋
第一イン湘南（藤沢市）

九州
直営ホテル　
１ホテル
チェーンホテル　
1ホテル

近畿
直営ホテル　
１1ホテル
チェーンホテル　
5ホテル

関東
直営ホテル　
6ホテル
チェーンホテル　
5ホテル

四国
チェーンホテル　
6ホテル

中部・北陸
チェーンホテル　
4ホテル

東北
チェーンホテル　
3ホテル

中国
チェーンホテル　
3ホテル



「阪急阪神 未来のゆめ・まちプロジェクト」の推進社会貢献活動

当社グループは、１００年以上の長きにわたり、阪急・阪神沿線を中心とした

地域社会に育まれ、信頼関係を築いてきました。これからの１００年も、この地

域社会の一員として歩んでいくために、2009年4月より、グループの社会貢

献活動「阪急阪神 未来のゆめ・まちプロジェクト」を推進しています。

連泊されるお客様に、一泊目に使用
したタオル・シーツの再使用を呼びか
け、洗濯により排出される汚水の低
減を実現。節約できた洗濯代の一部
から、淀川水系の環境保全活動を
行う公益財団法人 琵琶湖・淀川水
質保全機構へ寄付しています。

毎年、梅田芸術劇場でフルオーケス
トラコンサートを開催。親しみやすい
選曲や指揮者体験などを通じて、約
1,800人の親子に本物の音楽と出
会う機会を提供しています。チケット
の売上げ全額はあしなが育英会に
寄付しています。

環境保全活動

次 の 1 0 0 年も、沿線の皆様と共に より良い地球・生活環境を、
子どもたちに
より良い地球・生活環境を、
子どもたちに

グループ各社の社会貢献活動 ～昨年度は91件の活動を実施～ 地球温暖化防止・節電

自然環境の保全

廃棄物の削減と再資源化

タオル・シーツの再使用による環境保全団体への寄付
（阪急阪神ホテルズ（大阪新阪急ホテルほか））

阪急交通社では、微生物が汚物を分解する
環境保全型トイレを屋久島などに寄贈。また、
従業員ボランティアによる間伐活動も行っ
ています。

環境保全型トイレの寄贈と森林保全活動

阪急・阪神沿線の駅やグループの各施設において、消費電力量が少なく、
長寿命で廃棄物削減にも寄与するＬＥＤ照明の導入を推進しています。例
えば、阪急京都線西院駅～河原町駅間における地下空間の照明のＬＥＤ
化は、環境省のモデル事業に採択され、4,261台の照明・看板をＬＥＤ化
し、大幅にCO2を削減したことから、「平成26年度近畿運輸局交通関係
環境保全優良事業者等局長表彰」を受賞しました。

LED照明の導入

未来のゆめ・まち基金の仕組み

阪急・阪神沿線限定の市民団体助成プログラム。グループ従業員の募金
による積立金と当社による同額上乗せ寄付により、「地域環境づくり」と
「次世代の育成」に貢献する市民団体に助成を行っています。過去7回で
81団体に4,070万円を助成しました。

市民活動支援のための「阪急阪神 未来のゆめ・まち基金」

グループ従業員・ＯＢ向けに、
ボランティア活動などの
地域・社会への貢献活動に
対しポイントを付与する制度
を設け、地域・社会への貢
献活動を応援しています。

社会貢献ポイント制度

阪急ゆめ・まち 親子チャリティコンサート
（阪急電鉄、梅田芸術劇場）

阪急摂津市駅や阪神大石
駅、阪神甲子園球場の銀傘な
ど、グループ各社施設に太陽
光パネルを設置。発電した電
力を各施設で使用しています。

太陽光パネルの設置

グループのホテルや阪急不動産が分譲するマンション「ジオ」の住民などか
ら使用済み食用油を回収し、それらをリサイクルした燃料で阪急バス3台
（2016年4月現在）を運行しています。

バイオディーゼル燃料100％のバス運行

夏休みの小学生向け体験学習プロ
グラムを実施。当社グループの事業
や施設、人材を活かし、線路の保線
業務体験や、ホテルのパティシエ体
験など子どもたちへ多彩な“体験”
や“学び”の場を提供しています。

阪急阪神 ゆめ・まち チャレンジ隊（グループ各社）
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当社グループでは、「環境基本理念」及び「環境基本方針」を制定し、

環境保全活動を行っています。従来から地球温暖化防止の観点で

省エネルギーに取り組んできましたが、東日本大震災以降社会的な

要請となっている節電についてはさらに取組みを進めています。

当社グループでは、「環境基本理念」及び「環境基本方針」を制定し、

環境保全活動を行っています。従来から地球温暖化防止の観点で

省エネルギーに取り組んできましたが、東日本大震災以降社会的な

要請となっている節電についてはさらに取組みを進めています。

取組み方針

阪急阪神沿線を中心に、私たち一人ひとりが関わる地域において、「未来にわたり住みたいまち」をつくることを目指します。

基本理念

重点領域環境
づくり

人
づくり

地域に密着した事業を行ってきたグループとして、
地域コミュニティが安全・安心かつ文化的で、
環境に配慮しながら発展する、持続可能なまち
づくりに取り組みます。

未来の地域社会を担う人材である子ども
たちが、夢を持って健やかに成長する機会を
創出します。

従業員

団体A 団体B 団体C 団体D

給与天引などにより募金

グループ従業員の募金を
積み立てた基金 阪急阪神HD

基金の額が300万円の場合 阪急阪神HDも300万円上乗せ

300万円+300万円=600万円を原資に地域の市民団体を助成

・ボランティア活動
・事務局主催活動への参加
・フェアトレード商品の購入 他

・ゆめ・まち基金へ募金
・六甲山へ植樹
・フェアトレード商品と交換 他

グループ従業員や
OBが活動

ポイント交換
（年1回5月）

ポイント申請

阪急阪神ホールディングスグループは、地球環境の保全は人類共通のテーマであるとの認識のもと、

より良い地球・生活環境を次世代に引き継ぐため、

環境に配慮した事業活動を推進し、持続的発展が可能な社会づくりに貢献します。

阪急河原町駅ホーム 宝塚大劇場

CSR――社会貢献活動と環境保全活動について
Corporate Social Responsibility



都市交通事業

中核会社

・ アルナ車両（株）

・ （株）いいなダイニング

・ 池田エルピーガス（株）

・ （株）エキ・リテール・サービス阪急阪神

・ 大阪空港交通（株）

・ 大阪阪神タクシー（株）

・ （株）オムテック

・ 北大阪急行電鉄（株）

・ 神戸高速興業（株）

・ 神戸高速鉄道（株）

・ （株）スマイル

・ 丹後海陸交通（株）

・ 西大阪高速鉄道（株）

・ 西山ドライブウエイ（株）

・ ニッポンレンタカー阪急（株）

・ 能勢電鉄（株）

・ （株）ハックス阪神

・ （株）阪急アドエージェンシー

・ 阪急観光バス（株）

・ （株）阪急スタイルレーベルズ

・ 阪急設計コンサルタント（株）

・ 阪急タクシー（株）

・ 阪急田園バス（株）

・ （株）阪急ドライビングスクール服部緑地

・ 阪急バス（株）

・ （株）阪急阪神エムテック

・ （株）阪急阪神電気システム

・ 阪急阪神レールウェイ・テクノロジー（株）

・ （株）阪急レールウェイサービス

・ 阪神車両メンテナンス（株）

・ （株）阪神ステーションネット

・ 阪神タクシー（株）

・ 阪神バス（株）

・ 北神急行電鉄（株）

・ リッツ（株）

・ 阪急電鉄（株）

・ 阪神電気鉄道（株）

・ （株）阪急交通社

・ （株）阪急阪神エクスプレス

・ （株）阪急阪神ホテルズ

ホテル事業

・ （株）天橋立ホテル

・ （株）有馬ビューホテル

・ （株）呉阪急ホテル

・ 京浜サービス（株）

・ 第一ホテルサービス（株）

・ （株）阪急阪神レストランズ

・ （株）阪神ホテルシステムズ

旅行事業

・ （株）エアサーブ

・ （株）日経カルチャー

・ （株）阪急トラベルサポート

・ （株）阪急阪神ビジネストラベル

・ 阪神トラベル・インターナショナル（株）

・ （株）ホップス

〈海外現地法人〉

・ 阪急国際旅行社（中国）有限公司（HANKYU INTERNATIONAL CHINA CO., LTD.）

・ ビアヘス阪神（VIA JES HANSHIN S.A.）

・ Hankyu Travel International Singapore Pte. Ltd.

その他の事業

・ （株）あしすと阪急阪神

・ （株）池田名店街

・ オーエス（株）

・ 関西テレビ放送（株）

・ 神戸電鉄（株）

・ （株）ステーションネットワーク関西

・ 中央電設（株）

・ （株）東京楽天地

・ （株）鳥取砂丘会館

・ 阪急コンストラクション・マネジメント（株）

・ 阪急産業（株）

・ （株）阪急阪神カード

・ （株）阪急阪神ビジネスアソシエイト

・ （株）阪急阪神フィナンシャルサポート

・ 阪急阪神保険サービス（株）

・ （株）阪急阪神ポイント

・ （株）阪急メディアックス

・ 阪神園芸（株）

・ （株）ハンシン建設

・ 阪神トラック（株）

・ （株）ロイヤルコミュニケーション倶楽部

国際輸送事業

・ （株）スカイパッキング

・ （株）阪急阪神ロジパートナーズ

〈海外現地法人〉

・ HANKYU HANSHIN EXPRESS（USA）INC. 

・ HANKYU HANSHIN EXPRESS MEXICO S.A.DE C.V. 

・ HANKYU HANSHIN EXPRESS（DEUTSCHLAND）GMBH

・ HANKYU HANSHIN EXPRESS（UK）LIMITED

・ HANKYU HANSHIN EXPRESS（NETHERLANDS）B.V. 

・ HANKYU HANSHIN EXPRESS（BEIJING）CO.， LTD．

・ HANKYU HANSHIN INTERNATIONAL LOGISTICS

   （SHANGHAI）CO., LTD.

・ HANKYU HANSHIN EXPRESS（SHANGHAI）CO., LTD.

・ HANKYU HANSHIN EXPRESS（GUANGZHOU）LIMITED

・ HANKYU HANSHIN EXPRESS（HK）LIMITED

・ HANKYU HANSHIN EXPRESS（TAIWAN）LTD.

・ HANKYU HANSHIN EXPRESS（KOREA）CO., LTD.

・ HANKYU HANSHIN EXPRESS SOUTHEAST ASIA PTE. LTD.

・ HANKYU HANSHIN EXPRESS（SINGAPORE）PTE. LTD.

・ HANKYU HANSHIN EXPRESS（THAILAND）CO., LTD. 

・ HANKYU HANSHIN EXPRESS（MALAYSIA）SDN. BHD.

・ HANKYU LOGISTICS（M）SDN. BHD.

・ HANKYU HANSHIN EXPRESS PHILIPPINES, INC.

・ HANKYU HANSHIN LOGISTICS PHILIPPINES  INC.

・ HANKYU CUSTOMS BROKERAGE INC.

・ PT. HANKYU HANSHIN EXPRESS INDONESIA

・ PT. HANKYU HANSHIN LOGISTICS INDONESIA

・ HANKYU HANSHIN EXPRESS（VIETNAM）CO., LTD.

・ HANKYU HANSHIN EXPRESS INDIA PRIVATE LIMITED

・ HANKYU HANSHIN EXPRESS（MYANMAR）CO., LTD.

  

〈海外駐在員事務所〉

・ MILANO OFFICE

・ DUBAI OFFICE

・ MOSCOW OFFICE

・ JOHANNESBURG OFFICE

・ PHNOM PENH OFFICE

エンタテインメント・
コミュニケーション
事業

・ アイテックソフトウェア（株）

・ アイテック阪急阪神（株）

・ （株）アールワークス

・ （株）ウエルネス阪神

・ （株）梅田芸術劇場

・ （株）エフエム・キタ

・ （株）システム技研

・ （株）宝塚クリエイティブアーツ

・ （株）宝塚舞台

・ （株）鳴尾ウォーターワールド

・ 阪神ケーブルエンジニアリング（株）

・ （株）阪神コンテンツリンク

・ （株）阪神タイガース

・ （株）ピーアンドピー浜松

・ 姫路ケーブルテレビ（株）

・ （株）ベイ・コミュニケーションズ

・ ユミルリンク（株）

・ 六甲山観光（株）

不動産事業

・ アドバンス開発（株）

・ （株）梅田センタービル

・ 大阪ダイヤモンド地下街（株）

・ （株）キョクトウ

・ 千里朝日阪急ビル管理（株）

・ 阪急インベストメント・パートナーズ（株）

・ （株）阪急仁川スポーツガーデン

・ （株）阪急ハウジングサポート

・ 阪急阪神クリーンサービス（株）

・ 阪急阪神ハイセキュリティサービス（株）

・ 阪急阪神ビルマネジメント（株）

・ 阪急不動産（株）

・ 阪急リート投信（株）

・ 阪神不動産（株）

〈海外現地法人〉

・ HANKYU HANSHIN PROPERTIES 

   SINGAPORE PTE. LTD.

〈その他の団体〉

・ 公益財団法人 都市活力研究所

・ （医）阪急共栄会

〈海外現地法人〉　

・ 台湾阪神健康育楽事業 股份有限公司

〈その他の団体〉　

・ 学校法人 宝塚音楽学校

・ 宝塚歌劇団

〈その他の団体〉　

・ 公益財団法人 阪急文化財団
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