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空間に思いを馳せ、
人々の笑顔を創造する。
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東京都競馬 企業理念

私たちは、公営競技、遊園地、倉庫、商業施設等、様々な「空間」の提供を行
う企業です。
その「空間」に生まれてくる笑顔に思いを馳せながら、顧客、株主、従業員

はもとより、私たちの施設やアミューズメント空間が存在する地域に「住み」
「働き」「学び」そして「訪れる」すべての人々にとって、安心・安全と信頼
に満ち、心昂（たかぶ）る感動空間を提供し続けます。
また、公営競技のための施設を地方公共団体に賃貸するという、極めて公共

性の高い事業を中心とした会社であることから、関連グループ各社共々、誠実
かつ健全な経営を旨とし、安定した経営基盤の確保に努め、以って、社会の発
展に寄与いたします。



2

１．顧客への姿勢
社会の変化、また、顧客の要望を的確に捉え、安心・安全を第一とした施

設・サービスの提供を行います。

２．株主への姿勢
誠実かつ健全な経営を行い、安定した経営基盤を確保しながら、前例にと

らわれない発想を持ち、事業を展開することで企業価値を高め、株主の期待
に応えます。

３．従業員への姿勢
従業員の多様性・人格・個性を尊重し、働きやすい職場環境を整えるとと

もに、各人が持つ能力を発揮できるように支援することで、従業員とその家
族のゆとりと豊かさを追求します。

４．地域社会との共生（共存）
地域社会とのつながりを大切にし、事業を通じて相互の持続的発展に寄与

します。

５．社会貢献活動への取り組み
環境負荷の低減や資源の有効活用、また、文化活動等への協力・支援を通

じて、積極的に社会貢献活動を行います。

６．コンプライアンスの徹底
常に法令を遵守し、社会倫理に適合した公正かつ健全な企業活動を行いま

す。

７．反社会的勢力の排除
反社会的勢力との関係を排除するとともに、反社会的勢力からの不当な要

求に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断します。

東京都競馬 企業行動指針
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会社概要
社名
東京都競馬株式会社
TOKYOTOKEIBA CO.,LTD. 

代表取締役社長
中西 充

本社所在地
〒143-0016 
東京都大田区大森北一丁目６番８号

従業員数
単体：65名
グループ合計：167名（2019年12月末時点）

会社設立
1949（昭和24）年12月20日

資本金
105億8,629万円（2019年12月末時点）

編集方針
本レポートは東京都競馬グループにおけるＣＳＲ（社会的責任）の取り組みをより多くのス
テークホルダーの皆様にお伝えすることを目的に発行しています。

報告対象組織
東京都競馬㈱ならびに以下のグループ会社
㈱東京プロパティサービス
㈱東京サマーランド
東京倉庫㈱
㈱タック

報告対象期間
2019年4月1日～2020年6月30日

発行時期
2020年7月

ＳＤＧｓ・ＥＳＧに対する考え方 30

本レポートについて
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東京都競馬株式会社
代表取締役社長

中西 充

2017年2月に策定・公表した
第2次中期経営計画「Road to
『NEXT STAGE』」を着実に
推進し、さらなる企業価値向上
に取り組んでいます。

2017年2月に策定・公表した第２次中期経営計画「Road to『NEXT
STAGE』」、 その中に掲げる「CSR活動の強化」に基づき、当社グループで
は様々なCSR活動に取り組んでおりますが、活動報告を目的として作成してい
る本レポートも今年で3回目の公表となりました。取り組みが定着しつつある
一方で、新たな取り組みも加わることで年々その活動規模が広がりつつあるこ
とを実感しております。

当社グループのCSR活動実施にあたっては、経営課題と活動内容をより明確
化させるため、国際標準化機構が定める社会的責任に関するガイドライン
「ISO26000」の中核主題をベースに、特に注力すべき活動に関して「馬とと
もに」「文化とともに」「地域とともに」「自然・環境とともに」という４つ
の重要テーマを掲げるとともに、それぞれの中核主題に対する取り組み事項を
示しております。

並行して、昨今の世界的な流れとしてSDGsやESG投資を重視した経営活動
が求められており、当社グループとしては、現在のCSR活動の継続に加え、今
後の経営計画にSDGsやESG投資をどう反映させていくかが課題であると認識
しており、この課題にグループ一丸となって真摯かつ誠実に取り組むことで、
今後のさらなる企業価値向上に結びつくものと考えております。

ステークホルダーの皆様からの期待に応え、そして信頼していただける企業
グループとなるよう、今後も努力していく所存です。

トップメッセージ
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当社は1949年の創業以来、創業目的である大井競馬場の施設会社としての責
任を果たしながら、遊園地や物流倉庫、さらには商業施設の賃貸や管理運営な
ど、時代のニーズに合わせて様々な分野に事業を拡大し、現在、４社の子会社を
有するグループ企業として多角的な経営を行っています。

公営競技事業 遊園地事業

倉庫賃貸事業 サービス事業

東京都競馬グループ事業紹介

― 中心となる４つの事業 ―



遊園地の経営等

大井競馬場・伊勢崎オートレース場・
インターネット投票システムの賃貸等

東京都あきる野市に所有する東京サマーランドは、日本最大級の流れるプール
「グレートジャーニー」、巨大ウォーターアトラクション「DEKASLA（デカス
ラ）」など施設の拡充を図りつつ、多彩な園内イベントを実施し、ご来園されるお
客様に、一日中楽しんでいただけるよう、施設の運営を行っています。
近年は、ドッグランやスポーツフィッシングなどを備えた「わんダフルネイ

チャーヴィレッジ」をオープンするなど、年間を通じた集客に努めています。

日本初のナイター競馬開催場である大井競馬場をはじめとして、安心・安全な施
設づくりに努めるとともに、南関東４競馬場を中心とした全国の地方競馬場の勝馬
投票券をインターネットなどで発売するシステム「ＳＰＡＴ４」を整備、拡充する
など、地方競馬界の発展にも寄与しています。
加えて大井競馬場では、2018年10月より関東最大規模を擁するイルミネーション

イベント「TOKYO MEGA ILLUMINATION」をオープンし、競馬の開催・非開催を問わ
ず、多くのお客様に楽しんでいただける施設づくりを進めています。
また、群馬県伊勢崎市に伊勢崎オートレース場を所有し、「地域市民の憩いの

場」をコンセプトに、お客様に楽しんでいただける環境を提供すると共に、南関東
４競馬場など地方競馬を発売する「オフト伊勢崎」、中央競馬を発売する
「J－PLACE伊勢崎」を併設し、相互の競技の盛り上げを図っています。
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公営競技事業

遊園地事業

物流施設の賃貸等

東京都品川区および大田区において所有する複数の物流施設を物流大手企業や各
テナントに賃貸すると共に、各施設の管理運営を行っています。
また、首都圏湾岸部への新たな事業展開を図るべく、千葉県習志野市に「習志野

茜浜倉庫」を建設し、2019年4月より稼動がスタートしました。

倉庫賃貸事業



商業施設・オフィスビルの賃貸
空調設備の施工管理等

近隣地域の生活・労働環境の向上に寄与すべく、大井競馬場前のショッピング
モール「ウィラ大井」や、ＪＲ大森駅前のオフィスビル「ウィラ大森ビル」の管理
運営を行っています。
そのほか、トランクルーム、賃貸マンションの運営や当社グループ内外の施設に

対する空調設備工事など多岐にわたる事業を展開しています。
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サービス事業

売上高の推移

セグメント別売上構成（2019.12月時点）

公営競技事業・・・・・62％ 15,586百万円

遊園地事業・・・・・・10％ 2,676百万円

倉庫賃貸事業・・・・・19％ 4,756百万円

サービス事業・・・・・9％ 2,141百万円



東京都競馬グループＣＳＲの考え方
当社グループでは、企業理念及び企業行動指針を礎として、その精神に基づき、

グループ全体で事業を通じて社会の発展に貢献することを目指していきます。
また、ＣＳＲ活動を推進するうえで、経営課題と活動内容をより明確化させる

ために、国際規格として標準化されている「ＩＳＯ２６０００」を指針として採
用しています。
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ＩＳＯ２６０００の中核主題に基づく
東京都競馬グループの重要テーマ
当社グループでは東京都競馬㈱の設立趣意並びに事業特性から、
ＩＳＯ２６０００の7つの中核主題のうち、「コミュニティへの参画およびコ

ミュニティの発展」「環境」の2項目に注力し、各項目に関連した４つの重要
テーマを掲げています。

７つの中核主題

東京都競馬グループCSR方針

馬とともに… 文化とともに…

地域とともに… 自然・環境とともに…

４つの重要テーマ

組織統治 人権

労働慣行

事業慣行

消費者課題

コミュニティへの参画
および

コミュニティへの発展
環境



ＩＳＯ２６０００に基づく当社の取り組み
社会的責任に関する国際規格ＩＳＯ２６０００の７つの中核主題に対する

当社グループにおける主な取り組み内容は以下のとおりです。

ＩＳＯ２６０００中核主題と取り組み内容
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ISO26000の
中核主題

取り組み

組織統治

○企業理念 Ｐ.１
○企業行動指針 Ｐ.２
○トップメッセージ Ｐ.４
○コーポレート・ガバナンス Ｐ.２５

人権

○企業理念 Ｐ.１
○企業行動指針 Ｐ.２
○育児・介護休業法への対応 Ｐ.２７
○高年齢者再雇用制度 Ｐ.２７

労働慣行
○人材育成プログラムの拡充 Ｐ.２８
○健康管理の取り組み Ｐ.２８

環境

○大井競馬場照明ＬＥＤ化 Ｐ.２１
○コージェネレーションシステム Ｐ.２２
○大井競馬場における汚水の再利用 Ｐ.２３
○馬場クッション砂洗浄 Ｐ.２３
○東京サマーランドにおける取り組み Ｐ.２３
○森林整備活動 Ｐ.２４
○太陽光発電設備の導入 Ｐ.２４

公正な事業慣行

○企業理念 Ｐ.１
○企業行動指針 Ｐ.２
○トップメッセージ Ｐ.４
○決算説明会の実施 Ｐ.２９

消費者課題

○企業理念 Ｐ.１
○企業行動指針 Ｐ.２
○トップメッセージ Ｐ.４
○大井競馬場のユニバーサルデザイン Ｐ.２９

コミュニティへの参画および
コミュニティの発展

○「馬」と「人」のつながりを通して Ｐ.１１
○馬事活動推進 Ｐ.１１
○演奏会・音楽会の開催 Ｐ.１３
○絵本の寄贈 Ｐ.１３
○各種団体への支援 Ｐ.１３
○大井競馬場周辺地域のために Ｐ.１５
○伊勢崎オートレース場周辺地域のために Ｐ.１６
○しながわＣＳＲ推進協議会への参加 Ｐ.１７
○被災地支援活動 Ｐ.１７
○秋川クリーンアップ活動 Ｐ.１８
○地元産材の活用 Ｐ.１８
○地域資源(水辺空間)活用への協力 Ｐ.１９



私たちは、大井競馬場の施設を担う会社として設立以来、「馬」と深い関わりを
持ち、当社の事業も常に「馬」とともにあります。
このことから、馬への感謝の気持ちを忘れず、馬を身近に感じてもらえる活動な

ど、様々な形で貢献していきます。
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東京都競馬グループの活動方針

馬とともに・・・

東京都競馬グループCSR重要テーマ①

ISO26000中核主題：

馬とともに…

相馬野馬追

馬事振興

イベント

支援

関連団体

支援

馬との

ふれあい事業

コミュニティへの参画および
コミュニティの発展



◆「馬とのふれあい事業」

東京都教育庁および品川区教育委員会と協力し、大井競馬場内で「馬とのふれ
あい事業」を実施しています。

この事業は、都立特別支援学校の児童・幼児、品川区内の小学校の生徒などを
対象に馬とふれあう機会を提供するもので、ポニーやミニチュアホースとのふれ
あいを通じ、馬の魅力を肌で感じてもらうことと同時に、ホースセラピーによる
癒し効果も期待できます。

2019年からは新たに品川区内の中学校（特別支援学級）にもふれあいの機会
を提供することができました。

当社の競馬事業を支える大事な経営資源でもある「馬」、その馬が持つ様々な
魅力を、本事業を通して今後もより多くの方に伝えていきたいと考えています。

「馬」と「人」のつながりを通して
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◆「相馬野馬追」支援

「相馬野馬追」は、福島県の南相馬市を中心に行われる祭りで、1978年に国
の重要無形民俗文化財に指定されています。

2011年3月の東日本大震災では、野馬追が開催される市町村にも甚大な被害
を与え、継続が危ぶまれながらも、この勇壮な祭りは現在まで途絶えることなく
開催されています。

この貴重な馬事文化である相馬野馬追は、大井競馬場でも毎年開催されており、
当社も施設所有者として、2018年に引き続き支援を行いました。

「馬事文化を絶やさない」という想いを持ち続けながら、これからも当社グ
ループは馬事文化活動支援に努めていきます。

◆関連団体・イベント等への支援

「東京都馬術連盟」や「日本馬事協会」など「馬」に関する活動を実施してい
る団体への支援を継続して行っています。また、2019年に引き続き、馬、乗馬
に関する馬具、馬雑貨の販売や講習会、馬に直接触れたり、乗馬体験を実施する
など、馬をキーワードに「モノ」や「コト」を集めた馬事振興イベントである
「Horse Messe 2020 YOKOHAMA」への協賛も行いました。

馬事活動推進



私たちは、人々に笑顔と、心昂（たかぶ）る感動空間を提供するため、馬事文化
の振興はもとより、様々な文化活動の支援に力を入れていきます。
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文化とともに・・・

東京都競馬グループCSR重要テーマ⓶

東京都競馬グループの活動方針

文化と

ともに…

音楽会の

開催

各種

団体支援
絵本の寄贈

演奏会の

開催

ISO26000中核主題： コミュニティへの参画および
コミュニティの発展



当社グループのひとつ、㈱東京サマーランドが運営する自然と癒しをテーマに
愛犬と自然との共生を体験できる「わんダフルネイチャーヴィレッジ」では、音
楽系イベントの開催を通じて、各種文化活動の取り組みを推進しています。

2019年5月には5回目となる、音楽を通じて森の恵みや生命について考え、
「人を支えてくれる犬たちの支援」「文化活動の促進」「秋川流域の地域や自然
の再発見の場」にすることを目的としたチャリティー演奏会を開催しました。

また、2020年2月には、あきる野市秋川のイベントホールでも、秋川流域の
四季の魅力を音楽によって伝えることを目的とした音楽会を開催しました。

なお、演奏会・音楽会の収益金の一部については、盲導犬育成等への支援に充
てています。

「東京都交響楽団」や「東京都写真美術館」など、文化の創造・発展を目的と
した諸活動を実施している団体への支援を継続して行っています。

チャリティー演奏会
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2012年より、教育支援を目的とし
て、近隣の保育所へ絵本の寄贈を毎年
行っています。

当社社員が保育所へ直接お伺いし、
手渡しをすることで、各保育所の方々
から「大切にします。」と感謝の言葉
をいただいています。

「秋川“四季の奏で”音楽会」

演奏会・音楽会の開催

絵本の寄贈

各種団体への支援



私たちは、公営競技施設、遊園地、倉庫、商業施設などの事業を展開し、それぞ
れの地域と共に発展してきました。
これからも、地域の皆様と共生・発展していくため、時代の変化に適応し、地域

に根ざした活動を継続していきます。
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地域とともに・・・

東京都競馬グループCSR重要テーマ③

東京都競馬グループの活動方針

地域と

ともに…

地元地域

イベントの

開催

秋川

クリーン

アップ活動

しながわCSR

推進協議会への

参加

しながわ

花海道への

取り組み

ISO26000中核主題： コミュニティへの参画および
コミュニティの発展



◆しながわ花海道への取り組み

地域活動の一環として、周辺地区の街おこしを行いながら、潤いある自然豊
かで調和のとれた地域社会づくりに貢献することを目的に設立された特定非営
利活動法人「しながわ花海道」の活動主旨に賛同し、賛助会員として活動支援
を行うとともに、年2回、同団体主催による勝島運河エリアの美化活動に参加し
ています。

（6月：コスモスの種まき、11月：菜の花の種まき）

◆保育所用地の提供

待機児童解消など地域貢献の観点から、大井競馬場第３駐車場の一部を、認可
保育園の敷地として、品川区ならびに保育園運営事業者に提供しています。

近隣地元企業とも協力し、精力的に活動しております。
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◆地元町会の交流の場に

大井競馬場内の各施設を競馬非開催日に地元町内会のレクリエーションの場と
して提供し、地域の皆様の交流の場所としてご活用いただいています。

◆災害備蓄品の整備

大井競馬の主催者である特別区競馬組合と共同で、競馬場来場者用の災害備蓄
品を整備しています。

また、近隣住民の避難場所としての機能を果たすため、避難住民のための備蓄
品も併せて整備しています。

大井競馬場周辺地域のために①
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◆ウィラ大井地域イベントの開催

当社グループが管理運営を行っているショッピングモール「ウィラ大井」で
は、毎年、地域に密着したイベントを数多く開催しています。

品川区の伝統工芸体験や建物周辺の植栽を利用し、桜のイルミネーションを演
出することで、街の華やかさを演出し、フォトスポットとしても評判になりま
した。

スプリングフェスタ

クリスマスに関連するワークショップを開催するなど、小さなお子様が喜び、
家族全員で楽しめるイベントを数多く実施いたしました。

ウィンターフェスタ

伊勢崎商工会議所が主催する「いせさきもんじゃまつり」の会場や、近隣の自動
車大学校が製作したソーラーカーの試走場所として、伊勢崎オートレース場の貸し
出しを行っています。今後もオートレース場としてだけではなく、地域の皆様に
とっての魅力ある場所となるよう、日々努めていきます。

オートレース非開催時にも様々な用途に活用されています。

大井競馬場周辺地域のために②

伊勢崎オートレース場周辺地域のために



「スポーツアカデミー石巻」の様子
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2011年3月に発生した東日本大震災で甚大な被害を受けた石巻市に対する復興
支援を目的として、当地のスポーツ施設「スポーツアカデミー石巻」を通じて、
石巻市および周辺地域の子供たちへスポーツ教室、水泳教室など健康作りや体力
向上に関する活動支援を継続して行っています。

また、2019年10月に発生し、記録的豪雨となった台風19号に伴う被災地支援
として、日本赤十字社を通じて義援金の拠出を行いました。

品川区および近隣の70社以上の企業が参加する、社会貢献活動に関する情報の
発信・交換の場である「しながわCSR推進協議会」に2016年より加入し、地域に
とってより良いCSR活動の方向性を検討するとともに、年に1度行われる、大井町
駅方面、大崎駅方面や西大井町駅方面を中心とした清掃活動にも参加しています。

今年度（2019年12月開催）の清掃活動には31企業167名の方が参加されました

しながわCSR推進協議会への参加

被災地支援活動
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当社グループの㈱東京サマーランドが運営する「わんダフルネイチャーヴィレッ
ジ」では、地元の多摩の木材（多摩産材）を園内の建物や遊具等に使用するなど、
地産地消の取り組みを行っています。

キッズエリアの遊具 カフェレストラン「AZEKIRI」

東京サマーランドのそばを流れる秋川を地域の皆様と共に清掃し、美化意識の
向上やコミュニケーションを取ることを目的とした「秋川クリーンアップ」活動
を2017年より実施しています。2020年は、台風19号の影響で現在営業ができて
いないバーベキュー場「リバーサイドパーク一の谷」を開催場所とし、あきる野
市の観光スポットをいち早く復旧できるようにという想いも込めての活動となり
ました。東京サマーランドの社員が中心となり、あきる野市などの行政団体や、
地域住民の方々と共に取り組むことで、今後の地域貢献の活性化にも繋がるもの
と考えています。

秋川クリーンアップ活動の様子

秋川クリーンアップ活動

地元産材の活用



品川の水辺エリアで開催されるイベント「しながわ運河まつり」や「しながわ
水辺の観光フェスタ」への協賛を通じて、品川区の地域資源である水辺空間の保
全・活性化への取り組みを支援しています。

「しながわ運河まつり」の様子

※「しながわ運河まつり」

地域で活動する団体や商店街、企業など100社近くが参加し、会場には飲食の
屋台が立ち並び、花火大会、ステージイベント、運河まつり周遊船、アイスス
ケートリンクなど数多くのイベントが開催されます。

※「しながわ水辺の観光フェスタ」

水辺資源の利用促進と活性化、および都市型観光資源開発のため、地域で活動
している団体と行政が一体となり、区の内外に向けて広く目的の周知と実践を行
うためのイベントです。
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「しながわ水辺の観光フェスタ」
ポスター

地域資源（水辺空間）活用への協力



私たちは、空間の提供を行う企業です。上質な空間を提供するうえで、環境への
配慮は欠かせないことだと考えています。
豊かな自然を次の世代に引き継ぐために事業活動で発生する環境への負荷に配慮

する活動を継続していきます。
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自然・環境とともに・・・

東京都競馬グループCSR重要テーマ④

東京都競馬グループの活動方針

自然・環境と

ともに…

コージェネ

レーション

システム

太陽光発電設備

の導入

森林整備

活動

大井競馬場照明

LED化

ISO26000中核主題：環境



38.6％

100％

当社グループでは、「環境に優しい競馬場」づくりの一環として、大井競馬
場内照明のＬＥＤ化を進めています。これにより、レース時や調教時に必要な
照度および均一性を十分に確保しつつ、ＣＯ2排出量の削減にも効果的である
ことから、より一層の省エネ効果が望めます。加えて、最新の光制御技術(Ｄ
ＭＸ制御技術)を活用した多彩な光によるダイナミックな演出を可能とするこ
とで、環境に配慮した省エネ性と、かつてないエンターテインメント性を併せ
持った照明として整備しています。

また、「アミューズメントパーク大井（ＴＣＫ）」の実現に向けた取り組み
として実施された場内イルミネーションのリニューアルにおいても、ＬＥＤ照
明を導入することにより、環境負荷の低減を図っています。

これから「都内有数の夜の観光地」として、世代を超えた人々が集い、楽し
める大井競馬場を目指していく中で、地球環境に対する配慮も十分に行った上
での取り組みを進めていきます。

馬場照明＋イルミネーションにおけるCO2排出量予測値

LED照明を使用した大井競馬場イルミネーション
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馬場照明のLED化

2004年※ 2020年

※東京都 総量削減義務と排出量取引制度における基準年度

大井競馬場 照明LED化



従来の電力と熱源を別々につくる設備のエネルギー使用の総合効率は約40％
コージェネレーションシステムのエネルギー使用の総合効率は約80％

電気

エネルギー

総合損失

利用困難な

廃熱

【従来システム】

電気

エネルギー

熱

エネルギー

利用困難な

廃熱

【コージェネレーションシステム】

大井競馬場では、エネルギー効率が高く、温
室効果ガス排出量削減にも繋がる、コージェネ
レーションシステムを導入しています。

【コージェネレーションシステムとは】
熱と電力を同時に利用するエネルギー供給システム

従来の設備では電力を発電する際の内燃機関（エンジン/タービン）から生じる
廃熱を利用できずにいましたが、コージェネレーションシステムにおいてはその
廃熱を活用し、冷暖房や給湯のための熱源として利用しています。

冷 房

電 力

暖 房

給 湯

廃熱（蒸気・温水）

吸収式冷温水機
熱交換器

熱交換器

内燃機関

燃料
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利用困難な廃熱が
50％以下に

コージェネレーションシステム



大井競馬場内で排出される汚水につきましては、４号スタンド西側にある雑用
水設備で微生物による分解処理（活性汚泥処理）と紫外線殺菌を行い、汚れや
油分を取り除く処理をされた後に、L-Wingをはじめとした各スタンドに送り、
トイレの洗浄水として再利用しております。
また、雨水を樹木潅水用として利用するため貯水タンクを設けております。

23

大井競馬場の馬場に敷かれている
クッション砂については、レース以外
に競馬場内にある厩舎所属の約800頭
の競走馬の毎日の調教にも使用される
ため消耗が激しく、レースの公正と
安全確保という観点から定期的に入れ
替えを実施しております。
現在、馬場に使用する砂については

青森県産の海砂を使用しております
が、2017年より、環境保護や質の良
い砂の確保が困難なことから内馬場で
砂を定期的に洗浄し、再利用する取り
組みを行っております。

「わんダフルネイチャーヴィレッジ」
内のレストラン「AZEKIRI」において
プラスチックごみの削減を目的として、
紙製ストローを採用するとともに、東京
サマーランド内施設全体として、飲料類
については、従来のプラスチック製から
紙製コップでの提供、使い捨て容器の
大幅な削減に取り組んでおります。
また、園内から排出されたゴミについ

ては、生ごみと紙ごみ、プラスチックご
み他の分別を徹底し、それぞれ堆肥や
製紙原料、再生プラスチックへの転用等
を可能とすることができる専門の収集業
者に処理を依頼しております。

砂洗浄用プラント

大井競馬場における汚水の再利用

馬場クッション砂洗浄

東京サマーランドにおける取り組み



㈱東京サマーランドの敷地内にある「企業の森」を通じて、地域社会への貢献
や事業活動による環境負荷の低減、従業員への環境に対する教育に資する活動を
行っていくことで、森（環境）との関係を密にし、地域に関わる人々と共に成長
する企業、水を生み出す森を育み、自然と共生する企業を目指していきます。

「心ときめく 水の王国」をコンセプトとする東京サマーランドを通じて、地
域住民や子供たちが、木や水などの自然に触れながら「自然との共生」について
学習できる場を提供していくことも当社グループの使命であると考えています。
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各所で地球環境への影響が少ない再生可能エネルギーも採用しています。グ
ループ会社のひとつ、㈱東京サマーランドは、施設の駐車場を有効活用し、約
3,500枚の太陽光パネルを使用した発電設備を導入しています。

また、㈱東京プロパティサービスが賃貸している「ローソン大井競馬場前店」
では、店舗の頭上に太陽光パネルを設置し、クリーンエネルギーの使用を推進し
ています。

森林整備活動

太陽光発電設備の導入



◆コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

「空間に思いを馳せ、人々の笑顔を創造する。」という企業理念のもと、
当社グループの持続的かつ安定的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指
し、経営の透明性、健全性、法令遵守等を重要課題と捉え、コーポレート・
ガバナンスの充実に努めています。

また、「コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組み」とし
て、コーポレートガバナンス・コードのすべての原則を開示しています。

https://www.tokyotokeiba.co.jp/csr/governance.html

◆当社のコーポレートガバナンス・コード対応状況

全７８項目中

・ Comply（実施）している項目 ７5項目

・ Explain（実施していないため説明）する項目 3項目

実施率
９6％
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当社の社内体制図

経営基盤に対する取り組み①

ISO26000中核主題：組織統治

コーポレート・ガバナンス①



◆社外取締役の選任

当社では、独立社外取締役を３名選任しており、取締役会における客観
的な立場での意見を踏まえた議論を可能にしています。

また、独立社外役員に必要な情報交換・認識共有の場として、独立社外
役員連絡会を定期的に開催しています。

◆コンプライアンス研修

当社グループでは、全社員に対し各階層別にコンプライアンス研修を定
期的に実施しており、コンプライアンスの徹底を図っています。
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◆内部通報制度

当社では、「内部通報規程」に基づき、内部統制監理室を社内窓口とす
ることに加え、会社が指定する法律事務所を社外窓口とし、内部通報制度
を整え、コンプライアンス違反の事実や損失の危険に関する情報の内部通
報を受ける体制を保っています。

◆内部統制

当社では、業務執行部門から独立したコンプライアンス統括責任者直轄
の内部統制監理室を設置し、社内のコンプライアンスの状況を監視し、合
法性と合理性の観点から検討・評価を行うとともに、内部統制システムの
維持・向上に努めています。

また、内部統制監理室は、当社グループにおけるコンプライアンスの状
況が方針、規則等に従って適切に運用され、内部統制システムが問題なく
機能しているかを、本方針に基づき監査を行い、その結果をコンプライア
ンス統括責任者へ報告し、併せて是正が必要な場合には、助言及び提言を
行っています。

コーポレート・ガバナンス②



当社グループでは、60歳定年後の就労問題の解決および人材の活用を図る
ため、2006年４月より再雇用制度を導入しています。定年退職者が持つ能力
や技能などを積極的に活用していくために、定年後も引き続き就労希望する従
業員に対して就労することができる制度です。

法改正のあった2013年以前から実施していた制度ですか、現在も引き続き
多くの従業員が定年後も活躍しています。
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経営基盤に対する取り組み②

ISO26000中核主題：人権

育児や介護を抱える社員が、仕事と仕事以外の生活を両立しながら能力を最
大限発揮できるよう、育児・介護休業や短時間勤務制度を導入し、支援制度の
拡充に努めています。育児・介護の短時間勤務については、法定を上回る制度
を設けており、今後も職場復帰しやすい環境づくりに努めていきます。

 法定を上回る部分の特徴的な制度

・介護休業の期間を、対象家族１人につき、通算180日まで、３回を上限と

して分割取得が可能

・子供が小学校３年生の始期に達するまで育児短時間勤務が可能

・対象家族１人につき、その利用開始日から３年の間で３回までの範囲内で

介護短時間勤務が可能

上記については、法定以上の制度を整備し、育児や介護を抱える社員を支援
する環境づくりに取り組んでいます。

育児・介護休業法への対応

高年齢者再雇用制度



当社グループでは、職務を通じたOJT（On the Job Training）による社
員教育に加えて、新入社員研修、社歴・職務別の研修、各種資格試験の奨
励制度、またチューター制度を採用し、同一職場内での社員育成を強化し
ています。

メンタルヘルスの問題は近年増加の傾向にあり、社員の健康管理は企業
において優先すべき事項であります。

当社グループでは、年１回、ストレスチェックを行うとともに、必要に
応じて産業医による相談・面談を行うことができるよう、働きやすい職場
の確保に努めています。

また、配偶者への人間ドック補助金制度など、社員だけでなくその家族
の健康管理も支援しています。

東京都競馬グループ 人材育成プログラムモデル
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経営基盤に対する取り組み③

ISO26000中核主題：労働慣行

人材育成プログラムの拡充

健康管理の取り組み



機関投資家・証券アナリスト向
けの決算説明会を、第２、3四半期
と本決算後に開催しています。

決算、業績の見通し、今後の取
り組み方針を担当役員から説明
し、質疑応答も含め、投資家の皆
様と最適なコミュニケーションが
図れるように適切な情報開示に努
めています。

2020年は新たに個人投資家向け
のIRセミナーも実施しました。

決算説明会の様子
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大井競馬場では、ユニバーサルデザインに基づいた環境整備を進めています。
正門と北門に設置した「多言語表示タッチパネル式マップサイネージ」では、

国外からの利用者に向けて、ピクトサインや多言語表示を用いて、各施設や場内
イルミネーションをご案内することで、来場されるすべてのお客様が使いやすい
環境を目指しています。

多言語表示タッチパネル式マップサイネージ

社会との取り組み

ISO26000中核主題：事業慣行

ISO26000中核主題：消費者課題

決算説明会の実施

大井競馬場のユニバーサルデザイン



当社グループにおいては、これまでのCSR活動の継続と並行してSDGs・ESGを
意識した取り組みを行っていくことが今後の課題の1つと認識しております。
また、取り組みにあたっては、既存事業における社会や環境への影響や貢献度に

対する評価の実施や、今後の経営方針や事業計画などを踏まえたうえで、具体的施
策を策定していく必要があります。
今後、SDGsやESGに関する具体的な方向性や施策が決定しましたら、コーポ

レートサイト等を通じてステークホルダーの皆様に速やかにお知らせするととも
に、期待に応えるための活動の実施を通じて、更なる企業価値の向上に努めていき
ます。

30

SDGs・ESGに対する考え方

SDGsとは
「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の略称であり、

2015年9月に国連サミットで採択された持続可能な社会をつくるために、世界各国
が2016～2030年の15年間で達成するために掲げた17の目標と169のターゲットか
ら構成されております。

ESGとは
E(Environment：環境)、S(Social：社会)、G(Governance:企業統治)の頭文字

を取ったものであり、この3つの要素を重視して企業を分析し、優れた経営をして
いる企業に投資する「ESG投資」が近年注目されております。
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