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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51駅
に、エスカレーターは33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53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、階段踏面端部に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45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。

　列車運行情報サービス

行先案内板

サービススタッフ

　　明度差のある階段

エレベーター
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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。

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。
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● 触知総合案内板
どなたにも駅構内の施設の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47駅に設置しています。

● 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。ホームの階段では「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、京王線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

● だれでもトイレ
車いすをご利用のお客さまや小さなお子さま連れのお客さまにも安心してご利用いた
だける多機能のトイレを61駅に設置しています。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。

● 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
55駅に設置しています。

● ユニバーサルベンチ
お子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「ユニバーサルベンチ」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。

　　触知総合案内板

　　音声音響案内

だれでもトイレ

　ホーム待合室

ユニバーサルデザインを取り入れたベンチ
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● 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」を設けています。

● 女性専用車
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おり、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
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するなど、人に優しい車内環境の整備に努めています。

● 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。

女性専用車

おもいやりぞーん
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TOPICS
お客さまとの社会・環境コミュニケーションを推進しています。
京王グループの社会・環境活動を紹介するポスターを制作し、お客さまとのコミュニケーションを図っています。「電車・バスの環境
優位性」「高尾の森の再生支援」「環境を学ぶエコキャンプ」「京王音楽祭」など毎月異なるテーマを選定し、駅の「京王PRボード」や
電車の車内に掲載しています。2008年4月より開始し、2009年3月までに11回掲載しました。今後もCSR活動をPRしていきます。
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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
向上を啓発しています。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、2009年3月末時点で781
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、173両のスロープ板付きワンステップバス、47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
98.6％（全1,015両中1,001両）となりました。

ノンステップバス（ニーリングタイプ）

京王マナー川柳
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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2,397名、京王グループ全体の社員数は約1万3千名（ともに2009
年3月31日現在 臨時従業員数を除く）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2009年3月末における女性社員は、電車乗務員を含め150名
（6.3%）、うち総合職は40名、課長職は6名、課長補佐職は6名となっています。

　　　

● 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
年からは、グループ会社に対しても関係会社特例認定※を取得し、障がい者雇用を拡大
しています。２００９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京王グ
ループ７社を含めた障がい者雇用率は2.21％となり、74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。

シンシアスタッフ作業風景

京王電鉄の女性入社実績（鉄道現業） 京王電鉄の女性総合職入社推移
（人） （人）

（年度）2004 2005 2006 2007 2008 （年度）2004 2005 2006 2007 20082009 2009

■採用（2009年9月現在）■採用（2009年9月現在）

鉄道
84.8％ 
 2,033人
男1,967人
女66人

18～19歳
1.2％  28人

30～39歳
25.9％  622人

50～59歳
19.2％  
461人

40～49歳
30.2％  724人

20～29歳
22.0％
  527人

40年以上
2.0％  48人

1～9年
31.8％  763人

10～19年
23.2％  555人

30～39年
16.9％  
406人

20～29年
26.1％  625人

年齢別従業員構成

60歳以上
1.5％  35人

一般管理・他
10.5％  251人

男189人
女62人

  社会性報告    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。

開発
4.7％ 113人
男91人
女22人
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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、産業保健スタッフ
による「心の病」のケアを導入し、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年より、保健師単独での職場訪問を開始しています。

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、「夏季有給休暇取得奨励」などに取り組んできました。

● 育児支援
女性が働きやすい職場づくり、京王グループ社員の育児の両立を促すため、２００６年に
事業所内保育所「サクラさーくる」を開設しました。京王電鉄をはじめ常時１0名前後の
京王グループ社員が利用しながら、仕事に励んでいます。
また、こどもの出生後も引き続き勤務する意思のある社員が育児に専念できるよう、
「育児休職制度」を拡充しました。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。
２００９年には、次世代育成支援対策推進法に則った行動計画を達成し、「仕事と子育て
の両立支援に積極的に取組んでいる企業」として厚生労働大臣の認定事業主（「2009
年認定事業主」）となり、次世代認定マーク「くるみん」を取得しました。

● 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、時間の経過にとも
な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。

サクラさーくる

セクシュアル・ハラスメント防止ポスター

次世代認定マーク「くるみん」
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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」を開設したほ
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。

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。そして、2009年3月には桜上水駅北口に2号店をオープンしました。「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、小修繕からリフォームまで住まいの「困った」を解決する「住まいのサポー
トサービス」や、家事代行「ホームほっとサービス」を事業化し、沿線全域で展開してい
ます。さらに、ネットスーパー「お買いもの代行サービス」や、緊急通報、安否確認通報、
定額電話を組み合わせた「シニアセキュリティサービス」など様々な取り組みを始めて
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。

京王ピンクリボンキャンペーン　

安心で暮らしやすい沿線を目指して「母の日 京王ピンクリボンキャンペーン2009」を
実施しました。「母の日」を母親が自分自身の健康を省みる機会と位置づけ、乳がん検
診の大切さの理解や早期発見の重要性の啓発を図るキャンペーンとして、京王線・井の
頭線各駅にピンクリボンハンドブックを設置配布したほか、京王聖蹟桜ヶ丘ショッピン
グセンターにおいて、トークショーや相談コーナーなどの啓発イベントを実施しました。
＊ピンクリボン：乳がんの早期発見、検診の受診を呼びかける活動のシンボル。1980年代にアメリカから始ま

り、日本はもちろん全世界に広まっている啓発活動です。

社会性報告  地域社会とつながりあう

京王キッズプラッツ

子育てステーション烏山

京王ほっとネットワーク桜上水店

  社会性報告    地域社会とつながりあう

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。
※高尾の森わくわくビレッジの活動については、51 ページをご覧ください。

「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。

ピンクリボンハンドブック
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食と健康をテーマに地域と連動したイベントを開催

沿線地域の方々に、楽しみながら食と健康の大切さを知っていただく機会として、
2009年2月13日～15日、京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターで「2009たま食育フ
ェスタ in せいせき」を開催しました。このイベントは、京王電鉄をはじめ多摩地区の企
業・学校・農協など7団体が構成する「たま食育フェスタ実行委員会」が主催したもの
で、当社は鉄道会社・商業施設として、沿線地域への告知や会場の提供など、全面的な
バックアップを行いました。当日は、食や健康、農業に関連する約30の団体が、料理シ
ョーや地場品即売、体力診断など行い、3日間で2,000人を超えるお客さまにご来場い
ただきました。今後も、地域と連動した食育イベントを展開していきます。

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1994年より開催しています。2008年度の入場料は全額「財
団法人 骨髄移植推進財団」に寄付しました。

● 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。2009年4月現在、会員数は約1,600人となって
います。

● ネットワーク多摩
京王電鉄が加盟する産官学の地域連携組織「社団法人 学術・文化・産業ネットワーク
多摩」では、「自然と環境に優しい国際学園都市圏多摩の構築」を統一テーマに、「大学
間連携事業の深化」「多摩地域の人材育成と地域教育力の向上」「留学生の学びやす
い国際学園都市圏多摩の構築」「環境と福祉に優しいまちづくり」の事業を展開してい
ます。その中で、2009年度は「高尾の森わくわくビレッジ」で自然豊かな多摩地域なら
ではの体験型プログラムを大学生が考え、次世代を担う小学生に伝える「体験型環境
教育プロジェクト」のイベントを予定しています。

2009たま食育フェスタ in せいせき

京王音楽祭

大学

主催事業

自治体 企業・団体

主催事事主催事主催事事主催主催事事主催事催事主催主催催事主催催事催事主催主催催事業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業
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「社団法人 学術・文化・産業ネットワーク多摩」、
産官学の連携組織として、広く市民も巻き込みな
がら、多摩地域の活性化のために事業を創造し
ます。



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　　　　　　　　　　　　　   40,406名

■株主別所有株式の概況

 ……………

…………………

……………………………………   

金融機関
290百万株

その他の法人
44百万株

外国法人等
47百万株

個人・その他
261百万株

6.9％7.3％

40.6％ 45.2％

第88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。　　　　　　　　　　　  2006年4月1日制定
　　
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は「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2009年３月31日時点の株主数は40,406名です。1年前の2008年３月
31日時点と比較すると、沿線の個人株主を中心に387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88期定時株主総会を2009年６月26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2008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。

  社会性報告    株主とつながりあう

株主の皆さまに、京王電鉄および京王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。



府中市コミュニティバス「ちゅうバス」

稲城市新文化センター

43社会性報告  協力会社・行政とつながりあう

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回の専門教育を実
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。

● 行政主体の地域路線バス
東京都内では、地方自治体が中心となって数多くの地域に密着したバス路線（コミュニ
ティバスや循環バス）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、利便性のあるまちづくりに貢献するため、下記バス路線を受
託・運行しています。
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、
小金井市、国分寺市、八王子市、府中市、渋谷区、羽村市、新宿区で運行しています。

日野市

多摩市

調布市

小金井市

国分寺市

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

京王バス中央

京王バス中央

西東京バス

西東京バス

西東京バス

運行

1986年  8月

1997年11月

2000年  3月

2003年  3月

2003年  3月

2003年  3月

2000年10月

2005年  5月

開始

8

2

2

4

3

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

CoCoバス

ぶんバス

はちバス

るのバス

はむらん

新宿区 京王バス東 2009年  9月 1新宿WEバス

名称（愛称）

  社会性報告    協力会社・行政とつながりあう

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、京王グループの総合力を活かし「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。

渋谷区 京王バス東 2004年  9月 1ハチ公バス

杉並区 京王バス東 2000年11月 2すぎ丸

府中市 京王バス中央 2003年12月ちゅうバス 5路線（6コース）

地域路線バスの運行状況
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