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京王グループは、すべてのお客さまに 
快適にご利用いただけるよう努めています。 

■社会性報告　 
お客さまとつながりあう　　 

京王電鉄（鉄道事業）の快適性向上 
 

■よりスムーズに移動していただくための取り組み 
 

● エレベーター・エスカレーター 
駅構内にエレベーター・エスカレーターの設置を進めています。エレベーターは47駅

に、エスカレーターは32駅に設置しています。 
 

● 車両とホームの段差縮小 
車両とホームとの段差を小さくし、乗り降りをしやすくするために、新宿駅などではホー

ムのかさ上げを行い、段差を縮小しています。また、車両とホームの間に渡す車いす用ス

ロープ板を全駅に備えています。 
 

● 幅広自動改札機 
車いすをご利用のお客さまや大きな荷物をお持ちのお客さまなどにご利用いただける

よう、通路幅を広くした自動改札機を48駅に設置しています。 

 
● 階段の明度差 
階段の段差を視覚的に認識しやすいよう、階段踏面の端部にシールを貼付することな

どにより、明度差をつけています。 

 

■よりわかりやすいご案内への取り組み 
 

● サービススタッフ 
電車のご利用に不慣れなお客さまにも安心してご利用いただけるよう、運賃や所要時間、

乗り場や駅周辺の施設などの案内を専門に行う「サービススタッフ」を新宿駅、新線新

宿駅、渋谷駅に配置しています。 
 

● 列車運行情報サービス 
事故や災害などで列車の運行に大幅な遅延が発生した場合、全駅の改札口や電車内

に設置している電光表示板、「京王ホームページ」や携帯電話のサイト「京王ナビ」など

で、運行情報をお知らせしています。 
 

● 行先案内板 
列車の発車時刻や種別・行先・停車駅などを文字でお知らせする行先案内板を27駅

に設置しています。 
 

 

 

 

 

 

 

　電光表示板 

行先案内板 

サービススタッフ 

　　歩行路標識シール 

エレベーター 

京王グループでは、すべてのお客さまに鉄道やバスなどの交通機関やショッピングセンターなどを快適にご利用いただけるよう、 

バリアフリー化をはじめとしたサービス向上策を推進しています。 
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● 触知総合案内板 
どなたにも駅構内の施設配置をご確認いただけるよう、凹凸・点字・ピクトグラム（絵

文字）を用いた案内板を41駅に設置しています。 
 

● 誘導警告ブロック、点字などによる案内 

誘導警告ブロックを全駅に設置しています。また、自動券売機には点字または音声案

内機能を備えているほか、点字運賃表を全駅に、点字手すりを必要な駅すべてに設置

しています。 
 

● 音声音響案内 
目の不自由なお客さまに駅施設の配置などを音声または音響でお知らせする設備を順

次設置しています。ホーム階段では「鳥の鳴き声」、改札口は「ピンポーン」などの音で

お知らせしています。 
 

● 筆談器 
耳の不自由なお客さまにスムーズなご案内ができるよう、全駅に筆談器を備えています。 
 

● 車内電光表示板・ドアチャイム 
次の停車駅などを文字でお知らせするＬＥＤ式の電光表示板と、ドア開閉を音でお知ら

せするドアチャイムを京王線9000系車両、8000系車両と井の頭線1000系車両の

全編成に設置しています。また、7000系車両についても、車体改修にあわせて設置し

ています。2007年度以降に導入している車両には液晶画面を用いた案内表示板を搭

載しており、駅のエレベーターや階段などの位置を画面で案内しています。  

 

■安心・快適にご利用いただくための取り組み 
 

● 多機能トイレ 
車いすをご利用のお客さまにもお使いいただけるトイレを61駅に設置しています。この

うち、58駅のトイレは赤ちゃんをお連れのお客さまなどが安心してご利用いただけるよ

う、乳児専用のいす、またはベッドなどを設置した多機能のトイレになっています。これ

らのトイレのほとんどには、入口付近に点字による案内板を設置しているほか、オスト

メイト対応の水洗器具を設置しています。 
 

 

 

　　触知総合案内板 

筆談器 

　　音声音響案内 

多機能トイレ 
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● ホーム待合室 
電車が到着するまでの間、お客さまが快適にお待ちいただけるよう、冷暖房付きの待合室を

47駅に設置しています。 
 

● 新型ベンチ 
おこさまからお年寄りの方までどなたにも快適にご利用いただけるよう、座面の高さや

形状が異なる3タイプのベンチを導入しています。ベンチの支柱には立ち上がる際など

にお使いいただける手すりを設けています。なお、材料の一部には使用済みパスネット

カードをリサイクルしています。 
 

● 車両冷房 
車内の温度は温度センサーにより26℃を目安に調節しています。また、冷房が苦手な

お客さまなどのために設定温度が2℃高い「弱冷房車」を導入しています。 
 

● 女性専用車 
2000年12月に実施した試験導入の結果を踏まえて、2001年3月から平日23時以降

に新宿駅を出発する急行系列車の最後部１両を女性専用車として運転しています。

2005年5月から平日朝間・夕間の通勤時間帯にも拡大しています。なお、女性専用車

には、女性のお客さまのほか、小学生以下のお客さま、お身体の不自由なお客さまとそ

の介助者の方もご乗車いただけます。 
 

● おもいやりぞーん 
人に優しい車内環境の整備を目的に、京王線・井の頭線全車両で車内の優先席を明

確化するために優先席付近のつり革や座席の色をかえた「おもいやりぞーん」を設置し

ています。「おもいやりぞーん」付近では医療機器をご使用になっているお客さまをお

守りするため、携帯電話の電源をお切りいただくようご案内しています。 
 

● お忘れ物の取り扱い 
駅や電車の中でのお忘れ物を保管するため、お忘れ物取り扱い所を設置しています。

また、「お忘れ物管理システム」により、お忘れ物の有無を全駅で確認いただけます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　　ホーム待合室 
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お客さまとつながりあう　　 
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■マナー向上への取り組み 
 

● 京王マナー川柳 
1998年からスパイスの効いた川柳と、漫画家・やくみつるさんのユーモアあふれるイ

ラストで、マナーの向上を呼びかけています。2001年からは川柳を一般公募していま

す。 
 

● 終日全面禁煙 
健康増進法の施行にともない、受動喫煙を防止するための措置として、2003年5月から

全駅で終日全面禁煙を実施しています。 

 
 
 
京王電鉄バスグループおよび西東京バスグループの快適性向上              
 

京王電鉄バスグループおよび西東京バスグループでは、だれもが乗り降りしやすいバ

スを目指して、1998年からノンステップバスの導入を開始し、2008年3月末時点で

720両に拡大。一部は、乗降時に車体が傾斜し、さらに乗降しやすいニーリングタイプ

となっています。これに加え、240両のスロープ板付きワンステップバス、45両のリフ

ト付きバスを導入しており、バリアフリー対応バスの導入率は、民間バス会社ではトッ

プクラスの97.5％（全1,030両中1,005両）となりました。 

 

ノンステップバス 

マナー川柳 
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部門別従業員数 

勤続年数別従業員構成 

※関係会社特例制度：親会社、特例子会社、関係会社が、一定の要件を満たしている場合、同一の事業主とみ
なし、雇用率を合算できる制度。 

現在の対象会社：京王電鉄バス、京王バス東、京王バス中央、京王バス南、京王百貨店、京王エージェンシー、
京王重機整備 

雇用に関する基本情報 
 

京王電鉄の社員数は2,301名、京王グループ全42社の社員数は13,041名（ともに

2008年3月31日現在）です。 

 
多様性に配慮した雇用制度 
 
● 女性の登用 
1987年以降、京王グループは毎年4年制大学卒の女性を総合職として採用してきま

した。京王電鉄の2008年3月末における女性社員は、電車乗務員を含め125人（5.4%）、

うち総合職は51名、課長職は7名、課長補佐職は10名となっています。また、2007

年4月には女性初のグループ会社の代表取締役社長が誕生しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

● 障がい者の雇用 
障がい者の雇用促進は、企業の社会的責任を果たす上で非常に重要な課題です。それ

に対応するため、2004年12月に特例子会社「京王シンシアスタッフ」を設立しました。

2006年12月からは、グループ会社に対しても順次関係会社特例を取得し、障がい者

雇用を拡大しています。 

2008年6月現在、京王電鉄および関係会社特例認定※を取得したグループ7社を含め

た障がい者雇用率は2.25％となりました（法定雇用率1.8％）。現在障がい者38名が社

内施設の清掃業務などに従事しています。 

 

 

 

   
● 高齢者再雇用 
京王電鉄では、2001年度から始まった、老齢厚生年金支給開始年齢の65歳への段

階的な引き上げや、それに伴う2006年4月の「高齢者等の雇用の安定等に関する法律」

の改正に対応し、定年退職した社員を再雇用する「継続雇用制度」を創設しました。今

後は、継続社員の職域拡大を図っていくことにより、全社的に高齢者のための職場を

確保し、将来予測される継続雇用希望者の増加に対応していきます。 シンシアスタッフ作業風景 

京王電鉄の女性採用実績（鉄道現業） 京王電鉄の女子総合職採用推移 
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鉄道 
86.2％  
 1,982人 
男1,927人 
女55人 

18～19歳 
1.5％  35人 

30～39歳 
28.3％  650人 

50～59歳 
21.2％   
488人 

40～49歳 
28.6％  657人 

20～29歳 
19.4％ 
  447人 

40年以上 
2.3％  53人 

1～9年 
25.9％  595人 

10～19年 
26.4％  608人 

30～39年 
18.0％   
415人 

20～29年 
27.4％  630人 

年齢別従業員構成 

60歳以上 
1.0％  24人 

開発 
4.0％  93人 
男73人 
女20人 

一般管理・他 
9.8％  226人 

男176人 
女50人 

 
社員とつながりあう 

京王電鉄は「信頼のトップブランド」を目指していますが、 

実際に、お客さまや取引先、地域社会とつながっているのは、一人ひとりの社員です。 

私たちは、社員一人ひとりが、社会人として正しい姿勢で、仕事を通じて社会に貢献できるよう、 

誰もが働きやすい職場づくりに取り組んでいます。 

多様性に配慮し、誰もが働きやすい職場づくりに取り組んでいます。 
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労働安全衛生 
 

● メンタルヘルスケアの拡充 
京王グループでは、1998年から「ストレスチェック」「心の健康調査」「メンタルヘルス

管理職セミナー」を実施し、個人および組織の健康度把握、セルフケア、産業保険スタ

ッフによる「心の病」のケアに努めてきました。2004年には社外の精神科医によるケア

を導入し、2007年には社外の臨床心理士による相談窓口を開設しました。さらに

2008年4月より、保険師による職場訪問を開始。現在は、産業保険スタッフ、精神科医、

臨床心理士、保険師の連携によって、社員の心の健康と、組織の健康維持に努めてい

ます。 

 

誰もが働きやすい環境づくり 
 
● ワーク・ライフ・バランスへの取り組み 
京王電鉄では、働きやすい職場環境の醸成が、個人の仕事および社会生活の充実、企

業の活性化につながるという考えのもと、適切な労働時間管理のための「Web勤怠管

理システム」の導入や、「夏期有給休暇取得奨励」などに取り組んできました。また、

2007年には21世紀職業財団が募集した「男性の育児参加促進事業実施事業主」の

指定を受け、セミナーの開催による意識啓発などに取り組みました。 

 
● 育児支援 
女性が働きやすい職場づくり、グループ社員の育児支援による仕事と育児の両立を促

すため、2006年9月に事業所内保育所「サクラさーくる」を開設しました。生後57日目

から6歳（就学前）までのこどもを保育対象とし、定員20名のところ、京王電鉄をはじ

め常時15名前後のグループ社員が利用しながら、仕事に励んでいます。 

また、こどもの養育後も引続き勤務する意思のある社員が育児に専念できるよう、こど

もが満１歳に達して以降最初の4月15日まで休職できる制度を設けています。女性社

員については、過去5年間では出産後全員がこの制度を利用し、その後復職しています。

男性社員については利用実績がありませんが、男性社員が積極的に育児に関わること

は、次世代育成や社内の相互理解につながるという考えのもと、満2歳以下のこどもを

持つ男性社員を対象に「男性社員育児参加計画書」を作成・配布しています。計画書

の提出者には奨励品が贈られ、提出された計画書や実績をもとに「男性社員育児参加

報告書」を作成する予定です。 

 
● セクシュアル・ハラスメント対策 
京王グループ各社では、1999年の男女雇用機会均等法の改正を受け、セクハラ防止

のための研修や相談窓口の設置を行いました。さらに2006年度より、時間の経過に

伴い対応方法が変化してきたことなどを受け、社員へ周知徹底を図るためのポスター

掲示や、相談窓口の変更などを行いました。 

 

 

社員の仕事と家庭の両立支援セミナー 

育児ガイドブック 

セクシュアル・ハラスメント防止ポスター 
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子育て支援事業の展開 
 

京王グループは、子育て世代が暮らしたくなる街づくりを推進するため、2007年4月、

京王沿線における子育て支援サービス全般の運営を行うグループ会社「京王子育てサ

ポート」を設立しました。また、2008年3月には、子育て支援マンション「京王アンフィ

ール高幡」を竣工。これは8階建て全25戸の賃貸マンションで、住居部分には子育てし

やすい機能やデザインを取り入れており、4月には、京王子育てサポートの運営する東

京都認証保育所「京王キッズプラッツ高幡」、および幼児教室「京王キッズプラッツネク

スト高幡」が開設されています。 

同社は、2008年3月に東京都認証保育所「京王キッズプラッツ多摩川」を開設してい

るほか、2008年9月から世田谷区が開設する子育て支援施設「子育てステーション烏

山」において、親子で遊び交流を深める「おでかけひろば」、一時預かりを行う「ほっとス

テイ」等を受託運営しました。また、同施設内に東京都認証保育所「京王キッズプラッ

ツ烏山」を開設し、子育て支援の拠点を目指しています。 

今後も沿線で保育所や子育て支援施設などの施設の開設を進め、様々な子育て支援

事業を展開していきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　　 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

社会性報告  地域社会とつながりあう 

京王アンフィール高幡 

京王キッズプラッツ 

子育て支援マンション「京王アンフィール高幡」の間取り例 

http://www.keio.co.jp/news/backnumber/news_release2007/080331v02.pdf 

 

少子高齢化が進むなか、活力のある京王沿線をつくりあげるため、 

子育て世代が暮らしたくなる街づくりや、高齢者が生き生きと暮らせる街づくりに、積極的に取り組んでいます。 

また、「高尾の森わくわくビレッジ」では、次世代を担うこどもたちの環境教育を展開しています。 

 

「住んでもらえる、選んでもらえる沿線」づくりを目指して、 
 子育て支援や、生活サポートサービス、環境教育に取り組んでいます。 

 
地域社会とつながりあう 
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生活サポートサービス「京王ほっとネットワーク」 
 

沿線にお住まいの方々の様々なニーズに応える生活サポートサービスを展開するため、

2007年３月、京王高幡ショッピングセンター内に「京王ほっとネットワーク」を開設しました。 

「京王ほっとネットワーク」では、暮らしに役立つ相談会・セミナーや京王それいゆ倶楽

部のサークル活動を開催して、自己実現の場を提供するとともに、お買上げ商品の宅

配サービスを通じて、お客さまとの間に信頼関係を築き、潜在的なニーズを収集して

います。そのニーズに応えて、2007年11月に住まいのメンテナンス「住まいのサポー

トサービス」、2008年４月に家事代行「ホームほっとサービス」を事業化しました。こ

れらのサービスでは、住まいの小規模修繕、引越し・不用品処分、庭木のお手入れなど

住まいに関する様々な「困った」の解決や、キッチン・バス・トイレの掃除や部屋の片付

けなど日常家事のお手伝いと、幅広いメニューを提供しています。 

今後も沿線地域へのサービス提供を通じて、沿線の方々が困っていること、して欲しい

サービスを把握し、サービスエリアやメニューを拡充することで、生活サポートサービ

スのネットワークを構築し、生活利便性を高め、沿線価値の向上を図っていきます。 

 　 

環境を学ぶエコキャンプ～ぼくらのエコ宣言～ 
 

高尾の森わくわくビレッジは、東京都から委託を受け、京王グループと社会教育の分

野で実績のある東京ＹＭＣＡグループが協働して運営している社会教育施設です。 

昨年に引続き、こどもたちが身近な環境について考えるきっかけづくりとして2007年

8月3日～4日の1泊2日で「環境を学ぶエコキャンプ～ぼくらのエコ宣言～」を開催し、

小学生52名と有志の社員13名が参加しました。 

キャンプではこどもたちが楽しみながら環境について感じ、考えることに重点を置き、

生ゴミ削減コンテストや川の水質調査などを行い、普段の生活の中で気軽に始められ

る身近なエコや環境に優しい工夫について考えるきっかけを提供しました。また、有志

の社員は終業後や休日に講義や実技のトレーニングを受け、こどもたちをサポートする

リーダーとして参加しました。社員参画型の地域・社会貢献活動として今後も継続す

ることで、企業のCSR体質の強化にもつながっていくと考えています。 

 

沿線社会の暮らしを楽しんでいただくために 
 
● チャリティコンサート「京王音楽祭」 
お客さまや沿線地域への感謝・還元イベントとして、東京オペラシティでのチャリティ

コンサート「京王音楽祭」を1993年より開催しています。そのほかにも聖蹟桜ヶ丘駅周

辺での「せいせきフェスティバル」など幅広いイベントを実施しています。 

 
● 京王それいゆ倶楽部 
沿線シニア世代を対象に、2004年にスタートした会員制クラブ「京王それいゆ倶楽部」

は、京王電鉄と沿線団体・協力企業が連携して、著名人による各種フォーラムや沿線

散策、観劇などのイベントをはじめ、会員主体のサークル活動を推進し、沿線コミュニ

ティクラブとして定着を図っています。2008年3月現在、会員数は約1,500人となっ

ています。 

 

旬の野菜を収穫 

 

家事代行「ホームほっとサービス」 

京王音楽祭 



インベスターズガイド「けいおう」 

■株式の状況 

発行可能株式総数　　　　　1,580,230,000株 

発行済株式総数　　　　　　　642,754,152株 

株主数　　　　　　　　　　　　　   40,019名 

 

■株主別所有株式の概況 

 

 …………… 

………………… 

……………………………………   

金融機関 
291百万株 

その他の法人 
49百万株 

外国法人等 
56百万株 

個人その他 
245百万株 

7.7％ 8.7％ 

38.2％ 45.4％ 

第87期定時株主総会 

「IR・企業情報」ホームページ 
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適時適切な情報開示 
 

株主・投資家の皆さまへの情報開示を行うにあたっての基本的な考え方として、2006

年4月「ディスクロージャー・ポリシー」を制定し、本ポリシーに掲げる内容の実現を図

るため、ディスクロージャー委員会を設置しました。ディスクロージャー委員会は、四

半期ごとの業績開示にあわせて開催し、決算資料の内容確認を行うほか、年間を通じ

て適時適切な情報開示を行っています。 

具体的には、四半期ごとの業績開示をはじめ、年2回の決算説明会の開催、インベスタ

ーズガイド「けいおう」やアニュアルレポートの発行を通じて、財務や株式、営業の概

況に関する情報を積極的に開示しています。これらの開示資料やニュースリリース等

については、ホームページ上でも公表するなど、個人株主・投資家の皆さまにもわかり

やすい情報開示に努めています。 

 
● ディスクロージャー・ポリシー 
当社は、株主・投資家の皆様に、当社の企業価値を適正に評価していただくため、適時

適切な情報開示に取り組んでまいります。 

（1）金融商品取引法、会社法および東京証券取引所の定める適時開示に係る規則等

に従い情報を開示いたします。 

（2）（1）に該当しない情報についても、株主・投資家の皆様の判断に大きな影響を及ぼ

すと考えられる重要な決定事実、発生事実などの情報は積極的に開示いたします。

（3）情報の開示は迅速に行うとともに、株主・投資家の皆様に公平に伝達されるよう努めます。 

（4）開示情報の内容については、正確性、明瞭性、継続性を重視いたします。 

（5）開示した情報に対する株主・投資家の皆様からの声を社内で共有し、適切に経営

に反映させるよう努めてまいります。 

 
インサイダー取引防止への取り組み 
 

京王グループのすべての連結子会社で「インサイダー取引防止規程」を制定しています。

これは、役職員が京王電鉄株式を売買する際に、事前に届出・照会する制度で、さらに

この制度について教育研修を実施するなど、証券市場の信頼性確保のための取り組み

を行っています。 

 

株主数の状況 
 
京王電鉄の2008年３月31日時点の株主数は40,019名です。1年前の2007年３月

31日時点と比較すると、沿線の個人株主を中心に2,852名増加しました。 

 

多数の株主に出席いただいている株主総会 
 

第87期定時株主総会を平成20年６月27日に京王電鉄本社会議室にて開催し、

1,400名を超える株主の皆さまにご出席いただきました。当日は、京王グループの平

成19年度における事業の経過および業績についてビデオ映像で報告するなど、株主

の皆さまにわかりやすい運営を心がけました。 

株主の皆さまに、京王電鉄およびグループ各社に対するご理解を深めていただけるよう、 
積極的なIR活動に取り組んでいます。 

積極的なIR活動により、 
株主の皆さまとコミュニケーションを図っています。 

 
株主とつながりあう 



羽村市コミュニティバス「はむらん」 

稲城市新文化センター 
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協力会社とつながりあう 
 

軌道工事をはじめとする保守管理や施設改良工事を委託する協力会社の社員に対し

ては、定期的に各種の安全教育を実施しています。また、別途、作業中に列車が近づ

いた際、作業員に列車の接近を知らせる列車監視員に対しては、年１回の教育を実施

しています。 

※詳しくはp22「協力会社への教育」をご覧ください。 
 

 
行政とつながりあう 
 
● 稲城市新文化センター 
市民の「であい、ふれあい、まなびあい」の複合施設づくりに向けた稲城市のＰＦＩ事業

者公募に対して、京王設備サービスはＮＴＴデータ、他３社と共同で参加し落札しまし

た。この施設は「コミュニティ」「生涯学習」「青少年健全育成」の拠点と位置付けられ、

図書館やホールなども併設されており、大勢の市民の利用が見込まれています。その

なかで京王設備サービスは建物の維持管理を担当し、「省エネルギー」「ごみリサイクル」

などを提供し、沿線地域社会の発展に向けて2009年10月の開業を目指し準備を進め

ています。 
 

● コミュニティバス 
東京都内では、地方自治体が中心となって数多くのコミュニティバス路線を開設して

います。京王電鉄バスグループ・西東京バスグループは、住みやすいまちづくりに貢献

するため、コミュニティバスの運行を積極的に受託しています。 

1986年に日野市で初めて運行を開始し、その後、多摩市、調布市、あきる野市、杉並

区、日の出町、小金井市、国分寺市、八王子市、府中市、渋谷区、羽村市に運行を拡大

しています。 

 

コミュニティバスの運行状況 

日野市 

多摩市 

調布市 

杉並区 

渋谷区 

小金井市 

国分寺市 

府中市 

八王子市 

あきる野市 

羽村市 

行政 

京王電鉄バス 

京王電鉄バス 

京王バス東 

京王バス東 

京王バス東 

京王バス中央 

京王バス中央 

京王バス中央 

西東京バス 

西東京バス 

多摩バス 

運行 

1986年  8月 

1997年11月 

2000年  3月 

2000年11月 

2004年  9月 

2003年  3月 

2003年  3月 

2003年12月 

2003年  3月 

2000年10月 

2005年  5月 

開始 

7

2

2

2

1

4

3

5路線（6コース） 

2

2

3

コース数 

日野市ミニバス 

多摩市ミニバス 

調布市ミニバス 

すぎ丸 

ハチ公バス 

CoCoバス 

ぶんバス 

ちゅうバス 

はちバス 

るのバス 

はむらん 

日の出町 西東京バス 2008年  6月 1東京オリンピック号 

名称（愛称） 

京王電鉄では、協力会社や行政に対しても「信頼のトップブランド」となるべく、積極的なコラボレーションを進めています。 
軌道工事や土木・建設工事を委託する協力会社に対して安全教育を実施し、工事の安全性確保に努めています。 
また、グループの総合力を生かし「沿線地域社会の発展に貢献できること」、 
そして「京王グループ理念に合致する事業であること」という視点を持ち、自治体とのコラボレーションを行っています。 

工事の安全性確保や沿線地域社会の発展に向けて、 
協力会社や行政とのコラボレーションを進めています。 

 
協力会社・行政とつながりあう 




