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東急スポーツオアシス

リバブル･ピーエイ株式会社
リバブルアセットマネジメント株式会社

ハンズラボ

用賀熱供給株式会社
神大病院パーキングサービス株式会社 東急ハンズ

※各数値は2013年度年間実績、もしくは2014年3月31日時点のものを記載

マンション管理戸数
641,591戸

グループ企業
112社

 総従業員数
17,594人

イントロダクション ウェルネス事業総利用者数
3,054,085名様

年間売買仲介取扱件数
19,435件

東急ハンズ
取扱アイテム数
約150,000点

（新宿店）

オフィス等賃貸面積
1,512,000m2
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東急スポーツオアシス

リバブル･ピーエイ株式会社
リバブルアセットマネジメント株式会社

ハンズラボ

用賀熱供給株式会社
神大病院パーキングサービス株式会社 東急ハンズ

株主の皆さまには平素より格別のご高配を賜り厚く御
礼申しあげます。当期の報告書をお届けするにあたり、一
言ご挨拶を申しあげます。

　
近代化の過程で住宅の過密化が課題となっていた

1918年、東急不動産グループの原点である田園都市
（株）が設立されました。同社は、欧米発祥の田園都市構
想をベースに住宅と庭園が共存する美しく快適な街「田園
調布」を築き、単なる住宅の提供にとどまらず、都心で働き
郊外に住まう新たなライフスタイルを創造しました。進取
の精神で社会課題を見据え、理想と理念を兼ね備えた事
業で解決する。これこそが、私たち東急不動産グループの
受け継いできた事業精神です。

我が国は今、経済の成熟化、少子高齢化、価値観やライ
フスタイルの多様化をはじめ、各種の課題に直面していま
す。これらの課題に対し、総合不動産業グループだからで
きる多様な解決策を機動的に提供できる体制を構築する
ため、私たちは持株会社体制に移行しました。

「変わらぬ思いで、変えていく。」

田園都市（株）が近代日本の課題に理想と理念を兼ね備
えた事業で応えたように、東急不動産グループは、事業の
原点を確認しながら新たな時代に挑んでいきます。

東急不動産ホールディングス株式会社
代表取締役社長

※各数値は2013年度年間実績、もしくは2014年3月31日時点のものを記載

金指　潔

ごあいさつ

お客様

住まい

ビジネスビジネス 消費
余暇
消費
余暇

新築
住宅

造園
緑化

仲介 シニア
ライフ

リフォーム 賃貸
住宅

スポーツ
クラブ

リゾート
施設

商業
施設

ハンズ福利厚生
代行

REIT
ファンド
運用 ステイ

オフィス

サービス
領域

マンション管理戸数
641,591戸

東急ハンズ
取扱アイテム数
約150,000点

（新宿店）

オフィス等賃貸面積
1,512,000m2
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当期の我が国経済は、政府の経済対策や日本
銀行の金融緩和策等による円安・株価上昇を背
景に企業収益が改善し、個人消費も堅調に推移し
ました。

不動産業界においても、分譲住宅市場はマン 
ションを中心に好調で、オフィスビル市場も空室率
の低下や一部で賃料が上昇するなど好転の動き
が見られました。また、良好な資金調達環境のも
と、不動産投資市場においてＪ－ＲＥＩＴ（上場リート）
や私募ファンドによる物件取得の動きも高まりま 
した。

当社グループでは、分譲セグメントの売り上げ
増加や売買仲介の好調、（株）東急コミュニティー

グループ内で重複していた事業・機能を、お客さ
まにわかりやすく、経営の機動性・効率性を高めた
ものとするため、体制の見直しを推進いたしました。

＜持株会社体制発足後の主な再編・見直し＞
①東急不動産（株）の子会社であった（株）東急ハ

ンズを当社の子会社に変更
②賃貸住宅管理事業を担う新会社「東急住宅リー

ス（株）」設立（2015年春営業開始予定）
③複数の事業会社が展開していた仲介事業の東

急リバブル（株）への移管・集約

また、事業会社間の連携につきましても、分譲
住宅事業における製販一体化によるバリューチ
ェーンの強化、（株）東急コミュニティーの管理事業
から派生する仲介情報を東急リバブル（株）が事業
化するシステムの構築など、シナジー追求の取り
組みが動き出しています。

の子会社であるコミュニティワン（株）が当期から
連結業績に寄与したことなどから、売上高は
7,140億67百万円（前期比19.8%増）、営業利
益は614億33百万円（前期比18.2%増）、経常
利益は505億83百万円（前期比26.8%増）、当
期純利益は237億12百万円（前期比7.1%増）を
計上し、2011年度から2013年度までの中期経
営計画「Value Innovation 2013」で掲げた目標
を達成することができました。

2014年3月期の事業環境・
業績についてお聞かせください。Q

ホールディングス体制発足後の
取り組みを教えてください。Q

東急不動産ホールディングスの「今」を
金指社長にお聞きします。

TOP INTERVIEW
トップインタビュー

東急不動産ホールディングス株式会社
代表取締役社長

金指　潔
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中長期的な課題としては、人口の減少・少子高
齢化による市場規模の縮小、ニーズの多様化が進
展するなど、社会を取り巻く環境が変化していくな
か、企業としてこの変化に対応した商品・サービ
スのご提供が一層求められていくと考えてい 
ます。

当社グループは、都市事業、住宅事業、管理事
業、仲介事業の4つのコア事業をベースに、渋谷
再開発などの中長期プロジェクトを着実に推進し
ていくとともに、お客さまを中心としたグループ連
携によるシナジーの拡大など持株会社体制移行
による成果を獲得し、将来に向けた成長フェーズ
にシフトしてまいります。

現在、今後予想される事業環境変化を踏まえた
うえで、当社グループとして持続的成長を目指す
長期ビジョンと、その実現に向けた中期経営計画
の策定を進めています。この新中長期経営計画
は、体制移行の効果なども精査し計画に組み込ん
だうえで、2014年秋をめどに発表させていただく
予定です。

懸念されるものの、各種政策による下支えを背景
に、回復基調が続くものと思われます。

このような状況のもと、当社グループは、グルー
プ連携による付加価値の創造やストックの活用、
あるいは大型再開発の推進といった既存事業の
強化に加え、新分野への領域拡大にも取り組んで
まいります。また、引き続きお客さまにわかりやす
いよう重複事業・機能を再編し経営の機動性・効
率性の向上に注力するとともに、グループ連携に
よるシナジーの拡大や財務基盤強化により、「基盤
整備フェーズ」から本格的な「成長フェーズ」へとシ
フトを図ってまいります。

2015年3月期の目標は、連結売上高7,350億
円（前期比2.9％増）、営業利益630億円（前期比
2.6％増）、経常利益510億円（前期比0.8％増）、
当期純利益は250億円（前期比5.4％増）とし、達
成に向けて取り組みを進めてまいります。

当社グループは、安定化した成長路線を着実に
「継続」することと、大きく変化を遂げるであろう事
業環境に対応しながら、常に新たな事業・課題の
達成に「挑戦」することを経営のキーワードに据え
ることで、株主価値の拡大を図ってまいります。

また、社会から信頼される企業グループであり
続けるため、事業活動を通じた地球環境への配慮
や社会貢献活動などの社会的責任を果たしていく
とともに、コーポレートガバナンスやコンプライア
ンスの強化、リスク管理体制の整備等にも注力し
てまいります。

株主の皆さまにおかれましては、変わらぬご支
援とご協力を賜りますようお願い申しあげます。

中長期的な展望を
お聞かせください。Q

今後の我が国経済は、海外経済の下振れリス
ク、消費税率アップの影響や建築コストの上昇が

2015年3月期の見通しを
お聞かせください。Q

株主の皆さまへメッセージを
お願いいたします。Q

次期業績予想

売上高 7,350億円

営業利益 630億円

経常利益 510億円

当期純利益 250億円
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特集

変わらぬ思いで、変えていく。
東急不動産ホールディングスのあゆみ

理想的な住宅地「田園都
市」開発を目的に、渋沢
栄一翁らによって立ち上
げられた田園都市(株)
により分譲された、我が
国初の田園都市計画に
基づく住宅地

洗足住宅地、多摩川台住宅地
（現田園調布）販売開始1922〜

私たち東急不動産グループは、田園都市株式会社が理想の街づくりを目指して先駆的に取り組んだ田園調布の開発を原点としています。
不動産開発業に始まり、仲介・管理・運営へ、さらには小売りや健康、福利厚生代行業へ、ビジネスの幅を拡大。
枠にとらわれないチャレンジの歴史をご覧ください。

未来価値創造のベストパートナー
マンション・ビル管理を中心に、快適な住環境・事
業環境のサポートによる総合サービスを展開してい
ます。

1970 ●（株）東急コミュニティー設立

1953 ●東京急行電鉄(株)の不動産部門を
	 分離し、「東急不動産(株)」設立

1918 ●田園都市(株)設立

● 東急不動産(株)
 東京証券取引所市場
 第二部に上場

● 住まいからリゾートまで、
 造園を通じた環境創造を
 展開、(株)石勝エクステリア設立

● お客様ひとりひとりの満足を
 追求したリゾートライフの
 ご提案、東急リゾート (株)設立

「期待を超える一つ上のお客様満足」
の提供を目指して

「売買仲介」、「不動産ソリューション」、「賃貸」、「販
売受託」、「不動産販売」の５つの事業を柱とした、総
合不動産流通業を展開しています。

1972 ●東急リバブル（株）（設立当時の
	 社名は（株）エリアサービス）設立● 東急不動産(株)

 東京証券取引所市場
 第一部に指定替え

● 東京急行電鉄(株)の前身となる
 目黒蒲田電鉄(株)が
 田園都市(株)を合併

1961

1956

1918 1922
1928

1953

1978

1985

1970
1972

1976
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ここは、ヒント・マーケット。
モノ・コト・ヒトのすべてが出会い、すべ
ての新しい価値がそこからうみだされる、
うれしい場所へ。ヒトにヒントを、いままで
以上に送り出していけるお店へ。

1976 ●（株）東急ハンズ設立

● 東急リバブル(株)、
 東京証券取引所市場
 第一部指定替え
● リゾートホテル・ゴルフ・
 スキー・別荘の運営受託、
 コンサルティング、
 (株)東急リゾートサービス
 設立

● (株)東急コミュニティー、
 東京証券取引所市場
 第一部指定替え
● 福利厚生業務の
 アウトソーシング化ニーズに対応、
 (株)イーウェル設立

● 東急ホーム(株)と
 (株)東急アメニックスが
 合併、(株)東急ホームズ
 発足

2013 ●東急不動産(株)、(株)東急コミュニティー、
	 東急リバブル(株)の三社による持株会社
	 「東急不動産ホールディングス(株)」設立

100％保有 100％保有 100％保有

東急不動産 東急
コミュニティー 東急リバブル

上場
（新設）

● 賃貸住宅事業、ステイ事業、
 社宅管理代行事業の
 東急リロケーション(株)設立
● (株)東急スポーツオアシス設立、
 フィットネス事業へ進出

● (株)東急コミュニティー、
 東京証券取引所市場
 第二部へ上場

● 国内外機関投資家向け
 不動産プライベートファンドの
 マネジメント会社、
 東急不動産キャピタル・
 マネジメント(株)設立

● ＴＬＣリアルティマネジメント(株)
 （現東急不動産コンフォリア
 投信(株)）設立

● ＴＬＣタウンシップ(株)（現東急不動産
 アクティビア投信(株)）設立

● (株)東急コミュニティー、
 コミュニティワン(株)他を
 連結子会社化

● 東急リバブル(株)、
 東京証券取引所市場
 第二部へ上場

2000
2001

2007
2008

2009
2010

2013

1998
1999
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2014年4月、お客さまを軸とした組織変更と
マネジメントアプローチによるグループ体制再編を実施しました。

東急住宅リース（株）について
（株）東急コミュニティー、東急リバブル（株）、東急リロケーション（株）の三社が展開していた賃貸住宅管理事業（賃貸及び管理・運営、社宅代行サービス）

を集約する新会社です。経営資源集約による効率化、ワンストップサービスのご提供によるお客さま満足度の向上とさらなる事業成長を目指します。同社は
今後、三社の賃貸住宅管理事業を継承し、2015年4月より営業開始予定です。

● 東急不動産（株）の子会社であった（株）東急ハンズを当社子会社へ
● 都市事業（賃貸住宅管理事業）を担う新会社「東急住宅リース（株）」を設立

※上記は主要な会社とセグメントとの関係を図示したものです。また、現時点では一部複数セグメントを担う会社があります。

※東急不動産グループの賃貸住宅事業（三社合計）　賃貸及び管理・運営：約7万戸　社宅代行サービス：約8.5万戸

東急不動産ホールディングス

事 業 セ グ メ ン ト

東急住宅
リース東急ハンズ東急リバブル東急

コミュニティー東急不動産

2014年４月
孫会社
↓
子会社

2014年４月
新規設立

都市事業ハンズ事業仲介事業管理事業事業創造
その他

ウェルネス事業住宅事業都市事業

事業創造
本部他

ウェルネス事業
ユニット

住宅事業
ユニット

都市事業
ユニット

東急不動産ホールディングスのあゆみ

7

010_7099601302606.indd   7 2014/06/13   14:51:21



管理事業と仲介事業の連携について

グループシナジーによるお客さまサービス強化の取り組み
東急コミュニティーと東急リバブルの連携
2014年4月、管理事業を展開する東急コミュニティーと仲介事業を展開する東急
リバブルが連携し、お客さまサービス強化の取り組みをスタートさせました。
東急コミュニティーが管理を受託するマンションの売却をご希望のお客さまに対し
て、東急リバブルが信頼できるパートナーとして全力でサポートいたします。

①東急リバブルの全国ネットワークを生かした情報量とスピード
②リバブル売却保証システムをはじめとする各種サービス※

③売却仲介手数料10％ OFFの割引特典制度
※東急リバブルの審査により、ご希望に添えない場合もございます。

トピックス

購入希望者 売却希望者
東急不動産ホールディングス

連携

東急リバブル

東急コミュニティー

管理に関する
不安を解消

売買に関する
不安を解消
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シニア向け住宅“グランクレールシリーズ”の新規物件「グランクレール青葉台二丁目」

多様化する高齢者のニーズに対応した、
自立型のシニアレジデンスと介護型のケアレジデンス。
グランクレールは、豊かな居住空間や多彩な共用施設、ホテルライクなサービスで
将来にわたって安心をお届けする、東急不動産と東急イーライフデザインが贈るシニアの住まいです。
このたび、東急田園都市線「青葉台」駅から徒歩8分、桜台公園や銀杏並木が広がる落ち着いた住環境に、
自立型のシニアレジデンス（総戸数80戸）と介護型のケアレジデンス（総戸数34戸）を
同一の敷地に併設した「グランクレール青葉台二丁目」が誕生しました。

高齢化に対応した安心・安全の提供
「グランクレール青葉台二丁目」は、これまでのグランクレールシリーズで培ってきたノウハウやお客さまの声を
活かし、継続的に安心・安全を提供する施設の運営を目指しております。
看護師による日常的な健康相談、建物内に併設の診療所をご利用いただけるほか、大学病院と連携を図るな
どの医療面のサポート、趣味を楽しむ教室や交流を図るイベントなど生きがい作りの支援まで、顔なじみの常
駐スタッフが幅広くお手伝いいたします。
介護が必要となった場合には、東急イーライフデザインが運営する訪問介護事業所と連携を図ると共に、介護
状態に応じてケアレジデンスへの移り住みができる体制を整備しております。
さらに、東急スポーツオアシスの協力のもと導入された介護予防プログラムのご提供など、ご入居者のお身
体の状況に合わせたサービスを提供してまいります。

■物件概要
所 在 地 横浜市青葉区青葉台２－３０－２
交 通 東急田園都市線「青葉台」駅徒歩８分
構造規模 鉄筋コンクリート造

地下２階地上５階建
敷地面積 ９,３８３．３９㎡
施設類型 サービス付き高齢者向け住宅
共用施設 ロビーラウンジ、大浴場、ライブラリー、

シアタールーム、ダイニング、
屋上庭園など

事 業 主 東急不動産
運営管理 東急イーライフデザイン

居室ダイニングロビーラウンジ
9
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介護サービスが不要な方
（健常期）

軽度な介護サービスが必要な方
（中間介護期）

常時介護サービスが必要な方
（常時介護期）

安心を与えるフルサポートサービス

日常生活を自立して送ることができる方は、生活
支援サービスや充実した施設を備えたシニアレジ
デンスにご入居いただきます。日々の暮らしのお
手伝いからお食事や医療サポート、イベントやサー
クルなどで、快適にお過ごしいただけます。

シニアレジデンス（自立型）にお住まいの間、要支
援、要介護1～2（目安）で、日常的な介護が必要な
場合は、健康・介護状態に応じた訪問介護サービ
ス＊、ケアレジデンスのケアサポートルーム（静養
室）をご利用いただくことができます。
＊グランクレールケアサービス横浜との訪問介護契約が別途必要です。

常時介護が必要になった場合は、敷地内のケアレ
ジデンスに移り住むことができます＊。ケアレジデ
ンスでは、看護師や介護スタッフが24時間常駐
し、おひとりお一人に合わせたきめ細やかな介護
を行います。
＊別途、クラブクレール特別会員に入会した場合に限ります。

グランクレールシリーズ

•グランクレール 青葉台 •グランクレール 馬事公苑
•グランクレール 青葉台二丁目 •ライフニクス 高井戸
•グランクレール 成城 •グランクレール あざみ野
•グランクレール 美しが丘 •グランクレール 藤が丘
•グランクレール センター南 •クレールレジデンス 桜台

•グランクレール 青葉台二丁目 ケアレジデンス
•グランクレール 成城 ケアレジデンス
•グランクレール 藤が丘 ケアレジデンス
•グランケア あざみ野

シニアレジデンス ケアレジデンス

10
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バッグ＆トラベル・パーソナルスタイル・モバイル・
ウェザー・ヒントスペース

お客さまをお出迎えする、京都店の玄関フロア。季節に合わせたアイテムやハンズが選ぶ京都ならでは
のモノや旅を感じられるバッグ・トラベルグッズや身の回りの小物、また大切にお手入れするための靴・
レザーケア用品を合わせて展開します。

東急ハンズ新店のお知らせ
東急ハンズが日本各地で続々出店いたします。今回は6月19日に
開業した京都店をご紹介します。

京都店は「くらしの作法」をコンセプトに、生活における「モノ・コト」につい
て、新しきコトばかりではなく、古きよき習慣も融合させながら「くらし」と
つきあう方法を各フロアにて提案していきます。

はんなりはん
東急ハンズのビューティコンシェルジュが、お客さまのご希望
にあったコスメなどをコンサルティング、実際に試していただ
けるスペースも併設。無添加コスメなどはもちろん、季節に
合わせたテーマによる「洗う」「潤う」「与える」の３つからメイクの提案も。舞妓さんが愛用しているスキンケア
など、京都発のコスメ用品もこちらで展開。気品と快活さを兼ね備えた古都のキレイをここから発信します。

MY	STANDARD
モノに対する“こだわり”や“愛着度”は、人それ
ぞれ違います。ここでは、素材やデザインにこ
だわった身の回りのアイテムを展開、新しい商
品の提案だけではなく、靴用などをはじめ、皮
革製品のケアグッズも幅広く展開しています。

なじみの楽しみ	 	エントランスで季節感とモノとのつきあい方を提案

PICK
UP

PICK
UP

フロア紹介

1Fフロア

じっくりわたし	 	女性をターゲットに、じっくり自分と向き合うキレイを提案
体の内・外から『キレイをつくろう』をテーマに、コスメ用品や健康グッズを展開。
心地よい眠りへ導くための寝具とアロマ用品やリラックスを
生み出す関連用品など、『美と健康』の提案を幅広く展開し
ているフロアです。

ヘルス＆ビューティ・
バスリラックス・スリープケア2Fフロア

11
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ていねいな毎日	 	楽しく食べることや、快適に過ごすためのくらし方を提案
こだわりの調理道具と食器、食品の組み合わせで、食卓での季節感を表現するキッチングッズから、クリー
ン・ケミカル用品、くらしのニーズに応える補修や備えるためのホームメンテナンス用品まで、日々のくらし
の問題解決を提案します。

キッチン・クリーンランドリー・
バストイレタリー・ホームメンテナンス3Fフロア

つたえるづくり	 	文具にデザイン・素材を加え専門性にも応えられる創るを提案
文房具や、手づくりに関するニーズに応えるために、細工材を中心とした手づくり材料のレザークラフト、樹
脂・木材・金属などの素材や模型材料、画材など幅広く展開しています。

ステーショナリー・クラフト＆マテリアル・
デザイン

4Fフロア

■東急ハンズ京都店	店舗概要
出 店 地 京都府京都市下京区四条通烏丸東入

長刀鉾町27番地　外市秀裳苑ビル
大丸京都店周辺店舗

交 通 阪急京都線烏丸駅・
市営地下鉄烏丸線四条駅より徒歩1分

営業時間 10:00～ 20:30

店舗面積 約3,300平方メートル(約1,000坪)

COFFEE	HOUR
ハンドドリップで美味しく、優雅なコーヒータイムを過ごすための
アイテムを展開。地元のスペシャルティコーヒー ウニールにもご
協力いただき、その場でハンズ京都店スタッフがドリップした淹れ
たてコーヒーがお飲みいただけます。

カクカクカケル
表紙と中紙が選べるオリジナルリングノートがつくれます。筆記具に
関してもオーソドックスな飽きのこないタイプから書くのが楽しくなり
そうなデザイン性の高いタイプまで、自分好みの筆記具を選んでもら
えるよう、試し書きスペースもご用意し、ペンと紙の相性を確かめながら選ぶことができます。

「ノートで筆記具を選ぶ・筆記具でノートを選ぶ」の両面から選ぶ楽しさを提案しています。

PICK
UP

PICK
UP

じっくりわたし	 	女性をターゲットに、じっくり自分と向き合うキレイを提案
2014年11月
● 東急ハンズ長野店 
（仮称）

2014年秋
● 東急ハンズ鹿児島店
（仮称）

● 東急ハンズ京都店

2014年11月
● 東急ハンズ岡山店 
（仮称）

2015年春
● 東急ハンズ大分店 
（仮称）

その他今後の出店予定
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「ブランズシティ品川勝島」は、人々の「エネルギー問題への関心」、「防災意識の向上」、
「家族・地域との“絆”重視」という社会的関心の高まりを機に、環境共生に寄与する住
まいとして開発が開始されました。世界初のマンション向けエネファームを導入するほ
か、エネルギー、モビリティ、勝島の森、パッシブデザイン、防災対策、コミュニティの６つ
を“シェア”することで、省エネ・省CO２の 暮らしを実 現する「BRANZ SHARE 

DESIGN」をコンセプト
として採用。 
マンションという、そも
そも土地と建物を“シェ
ア”する暮らし方の中
に、従来のマンションで
行われてきた以上の

“シェア”を取り入れるこ
とで、環境や住まい、家
族にとっての大きな価
値を作りだすことを目
指しています。 

環境・CSR

本プロジェクトは、グループ内の各社が連携し、
住宅に先進的な省エネ措置を導入し、産学協同の検証を通じて、
より実効性のある省CO2施策の波及・普及を目指します。

導入第1号物件「ブランズシティ品川勝島」

「東急グループで取り組む
省 CO2推進プロジェクトの
第一号物件」

「東急グループで取り組む省ＣＯ２推進
プロジェクト」は、マンションなど住宅で先導的な省エネ措置を
導入するとともに、産学協同の検証を通じてより実効性のある省
ＣＯ２施策の波及・普及を目指すプロジェクトで、東急グループの
東急不動産・東急コミュニティー・東急不動産次世代技術セン
ター・石勝エクステリア・東急ホームズ・東京都市大学・東急スト
アなどが連携し、省ＣＯ２を推進してまいります。
本プロジェクトは、導入第一号物件である「ブランズシティ品川
勝島」に、世界初のマンション向けエネファームなど、 先進的な
省エネ設備・施策を導入するところから開始いたしました。 

国土交通省の平成25年度
住宅・建築物省CO2先導事業に採択

「東急グループで取り組む省CO2推進プロジェクト」
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事業概況

経営統合以前、(株)東急コミュニティー及び東急リバブル(株)は東急不動産(株)の連結子会社であり、当社の連結範囲は、統合以前の東急不動産(株)
の連結範囲と実質的な変更はないため、参考として東急不動産(株)の第81期連結業績との比較を前期比として表示しております。

分 譲 業

PO IN T
● 分譲マンションの売上増加に加え、アク

ティビア・プロパティーズ投資法人へ商
業施設・オフィスビル等のたな卸資産の
譲渡があったこと等から増収増益。

● 販売については引き続き堅調に推移する
とともに、完成在庫も低水準を維持。

管 理 受 託 業

PO IN T
● 前期における(株)東急コミュニティーに

よるコミュニティワン(株)の連結子会社
化により増収増益。

● マンション管理ストックは、641千戸（内
総合管理戸数478千戸）と着実に拡大。

賃 貸 業

PO IN T
● 新規稼働物件が寄与したが、前期におけ

るアクティビア・プロパティーズ投資法
人への商業施設・オフィスビル等の譲渡
の影響などにより増収減益。

● 空室率は、既存オフィスビルの稼働が改
善したこと等から1.8％と引き続き低水準
を維持。新たに恵比寿プライムスクエア

（東京都渋谷区、オフィス・商業施設・住
宅）他を取得。

請 負 工 事 業

PO IN T
● 前期における(株)東急コミュニティーに

よるコミュニティワン(株)の連結子会社
化や、(株)東急コミュニティーにおけるマ
ンション共用部工事の増加等により増収
増益。

● 受注実績については、マンション共用部
工事やリフォーム工事を中心に引き続き
拡大。

運 営 業

PO IN T
● 会員制リゾートホテル「東急ハーヴェスト

クラブ」やゴルフ場の会員権販売が好調
に推移し登録金収入が増加したことなど
により増収増益。

● 東急ハーヴェストクラブでは「熱海伊豆山
&VIALA」（静岡県熱海市）、シニア住宅
では「グランクレール青葉台二丁目」（横
浜市）が開業。

小 売 業

PO IN T
● (株)東急ハンズにおいて、新規出店等に

より増収増益。
● 新規店舗として、「東急ハンズ姫路店」（兵

庫県姫路市）「ハンズビー武蔵小杉東急
スクエア店」（川崎市）を開業。「東急ハン
ズ横浜店」（横浜市）は移転の上、リニュー
アルオープン。

仲 介 業

PO IN T
● リテール部門・ホールセール部門ともに

取引件数・成約価格が上昇、販売受託に
おいても引渡件数が増加し、増収増益。

● リテール部門において12店舗を新規出
店するとともに、「リバブルあんしん仲介
保証」等の新サービスも積極的に展開、
取引の拡大に注力。

■ 分譲業 28.4％

■ 請負工事業
 12.3％

■ 小売業
 11.5％

■ 賃貸業
 17.8％

■ 管理受託業
 13.0％

■ 運営業
 8.7％

■ 仲介業
 7.0％

■ その他
 1.3％

売上高構成比

売上高 907億円 （前期比 29.3%増）

営業利益 29億円 （前期比 81.7%増）

売上高 638億円 （前期比 6.8%増）

営業利益 43億円 （前期比 13.5%増）

売上高 845億円 （前期比 2.0%増）

営業利益 11億円 （前期比 26.6%増）

売上高 516億円 （前期比 21.9%増）

営業利益 85億円 （前期比 77.0%増）

売上高 2,091億円 （前期比 44.1%増）

営業利益 125億円 （前期比 88.6%増）

売上高 960億円 （前期比 25.5%増）

営業利益 67億円 （前期比 30.4%増）

売上高 1,309億円 （前期比 2.0%増）

営業利益 336億円 （前期比 4.1%減）
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連結財務諸表

連結貸借対照表の概要 連結損益計算書の概要

PO IN T PO IN T

売上高
5,958

営業利益
519

経常利益
399

当期純利益
221

売上高
7,140

営業利益
614

経常利益
505

当期純利益
237

（単位：億円）

前期
2012年4月1日～2013年3月31日（ご参考）

当期
2013年4月1日～2014年3月31日

流動資産
3,239

固定負債
10,919

流動負債
3,194

純資産
3,069

有形固定資産
11,995

投資その他の資産
1,323

無形固定資産
625

（単位：億円）

無形固定資産
1,149

総資産 17,184

前期末
2013年3月31日（ご参考）

流動資産
4,160

固定負債
10,587

流動負債
3,618

純資産
3,692

有形固定資産
11,201

投資その他の資産
1,386

総資産 17,898

当期末
2014年3月31日

1

● タイムズスクエアビルの売却等により794億円減少。
有形固定資産1

● 分譲マンション等の売上増加や東急コミュニティーが2013年2月に買収し
たコミュニティワンの連結寄与等により対前期1,182億円の増収。

売上高4

4

● 分譲マンションの売上増加や売買仲介が好調に推移したこと等から対前期
95億円の増益。

営業利益5

5

● 持株会社体制移行に伴う少数株主損益の改善等により対前期16億円の 
増益。

当期純利益6

6

● ホールディングス化により「のれん」を計上するなど、524億円増加。
無形固定資産2

● ホールディングス化により自己資本が818億円増加する一方、東急コミュニ
ティー及び東急リバブルの少数株主持分352億円が減少、利益剰余金の増
加もあり、623億円増加。

純資産3

2
3

※2013年3月期決算は東急不動産の連結決算数値を記載しております。
15
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持株会社体制への移行に伴う財務への影響

1：	共同株式移転により自己資本818億円、
	 のれん469億円増加

連結キャッシュ・フロー計算書の概要

PO IN T

● 自己資本比率15.7％
● DER3.8倍

● 自己資本が818億円増加
→ 自己資本比率19.8%
● DER2.9倍

株式移転前（9月30日時点） 株式移転後（10月1日時点想定BS）

純資産
17,562

有利子負債
10,434

その他負債
3,977

自己資本 2,752
自己資本 3,569

少数株主持分 399 少数株主持分 47

のれん469

その他負債
3,977

有利子負債
10,434

資産
17,558

❷
❶

増加する自己資本（818億円）＜株式取得コスト＞
❶東急コミュニティー・東急リバブル等の「少数株主持分」352億円が減少
❷「少数株主への増資部分」及び「株式取得コスト」等821億円と減少した
　「少数株主持分」❶の差額469億円がのれんとして計上

2：	のれん償却が発生する一方で、
	 少数株主損益の計上が減少し当期純利益増益

● 発生したのれん469億円を20年間で均等償却
→償却費23.5億円/年（14年3月期は12億円）
● 少数株主損益（東急コミュニティー及び東急リバブル分）の計上が減少

（単位：億円） （単位：億円）
14年3月期当初予想

（東急不動産） 14年3月実績

売上高 6,900 7,140
原価・販管費 △6,300 △6,526
営業利益 600 614
営業外損益 △130 △109
経常利益 470 505
特別損益・税金費用・
少数株主損益

△270 △268

当期純利益 200 237

営業活動の改善
のれん償却

営業活動の改善

借入コストの改善

少数株主損益の改善

※赤字がHD化影響

（単位：億円）

当期
2013年4月1日～2014年3月31日

現金及び
現金同等物の
期首残高

840

営業活動
による

キャッシュ・フロー

△135

投資活動
による

キャッシュ・フロー

197

財務活動
による

キャッシュ・フロー
30

現金及び
現金同等物
に係る
換算差額

新規連結等
に伴う
現金及び
現金同等物の
増加額

連結の範囲の
変更に伴う
現金及び
現金同等物の
増減額

△4 0 △1

現金及び
現金同等物の
期末残高

927

● 税金等調整前当期純利益437億円、仕入債務の増加230億円、減価償却
費200億円等による資金増加の一方、たな卸資産の増加647億円、受託販
売預り金の減少262億円、法人税等の支払142億円等により、135億円の
資金減少となりました。

営業活動によるキャッシュ・フロー7

7

● 固定資産の取得758億円、有価証券及び投資有価証券の取得102億円等
による資金減少の一方、固定資産の売却1,115億円等により、197億円の
資金増加となりました。

投資活動によるキャッシュ・フロー8

8

● 長期借入金の返済2,090億円、長期預り敷金保証金の返還372億円等に
よる資金減少の一方、長期借入金1,676億円、長期預り敷金保証金の受入
279億円、社債の発行200億円等により、30億円の資金増加となりました。

財務活動によるキャッシュ・フロー9

9

（単位：億円）（単位：億円）
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株主優待制度について

100株以上ご所有の株主の皆さまには、ご所有株式数に応じ東急不動産グループの
施設でご利用いただける「株主様ご優待券」をお送りしております。

※ 年2回、6月下旬(割当日3月末)と12月上旬(割当日9月末)に発行いたします。(東急ハンズ優待は6月のみ。スキー場優待は12月のみ。) スポーツ優待券の（　）内は、12月発行枚数になります。
※ ご利用いただける施設、料金等変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

http://www.tokyu-fudosan-hd.co.jp/ir/stockandbond/incentive/

施設名
優待内容 発行枚数(半期)	

料金等 1枚あたり 100株以上 
1,000株未満 

1,000株以上
 5,000株未満 

5,000株以上
1万株未満 1万株以上 

❶ 
宿泊優待券

●リゾートホテル 1泊大人素泊り4,860円/人~ 1泊1室 
1 4 6 8

（ホテルハーヴェスト箱根甲子園等16施設）

❷
宿泊優待共通券

●リゾートイン 一般料金より540円引 1泊1室 

2 6 10 14
（リフレッツ草津・リフレッツ箱根強羅等6施設）
●東急ステイ 40%割引 1泊1室 

（東急ステイ新橋・東急ステイ蒲田・東急ステイ西新宿等都内15施設）
●パラオパシフィックリゾート ルームチャージ1泊朝食付 280USドル~ 6泊1室 

❸
スポーツ優待共通券

●ゴルフ場 メンバー同伴料金(平日限定)~ 1組 

2
（2）

4
（6）

8
（12）

12
（18）

（那須国際カントリークラブ・吉川カントリー倶楽部等全国19施設）
●東急スポーツオアシス 1,080円/回~ 2名

（多摩川店等首都圏エリア18施設、梅田店等近畿圏12施設 計30施設）
●スキー場 1日券2,160円~ 2名 

（ニセコマウンテンリゾートグラン・ヒラフ等7施設）
❹

買物優待券 
●東急ハンズ 5%割引(優待カード・利用制限なし) 

1 1 1
（全国の東急ハンズ、ハンズビー、ハンズカフェ各店舗）

「株主様ご優待券」について

毎年6月及び12月の発送を予定しております。
発行時期・有効期限

発行時期 割当日 有効期限
6月下旬 3月31日 発行から翌年1月末（東急ハンズは翌年6月末まで）
12月上旬 9月30日 発行から翌年8月末 
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優待ご利用施設のご紹介

■ レジデンシャルダブル

東急ステイ新橋は、JR・東京メトロ・都営地下鉄・ゆりかもめの4路線が利用可能な新橋駅から徒歩圏に位置し、
ビジネス・レジャー・観光等の利用に最適な立地にある滞在型ホテル※です。また、日本有数のビジネス街であ
る新橋エリアに位置し、周辺を銀座、汐留、霞ヶ関、虎ノ門といった個性ある地域に囲まれています。

※ 滞在型ホテルとは・・・ミニキッチン、洗濯乾燥機、食器類などの様々な設備やサービスを備えた最新型のホテルです。5日以上の長期滞
在をされるお客さまや企業の研修滞在ニーズにも対応可能な、通常のホテルとは一線を画す宿泊施設です。

■ コンフォートシングル／コージーダブル ■ コンフォートダブル
15㎡の洗濯乾燥機付きのお部屋です。1,400mm
幅のベッドがありお二人でもお泊り頂けます。洗
濯乾燥機を完備し少ない荷物でご宿泊でき、出張
やレジャーにもお勧めです。

19㎡の洗濯乾燥機付きのダブルルームです。
1,600mm幅のベッドがあり、お二人でもゆったり
とお泊り頂けます。洗濯乾燥機を完備し少ない荷
物でご宿泊でき、出張やレジャーにもお勧めです。

20㎡の洗濯乾燥機・ミニキッチン付きのダブルルー
ムです。1,600mm幅のベッドがあり、お二人でゆ
ったりとお泊り頂けます。洗濯乾燥機を完備し少な
い荷物でご宿泊でき、出張やレジャーにもお勧めで
す。ミニキッチンもあり簡単な調理も可能です。

「Smart Quality」をコンセプトに、賢いオトナの選択肢となるプレミアムな空
間づくりを目指しました。Minimum（そぎ落とされた清潔感）×Simple（飽き
のこないシンプルさ）×Cozy（居心地の良さ）が設計のキーワードです。

「東急ステイ新橋」
コンセプト

お部屋の特徴

2014年5月26日オープンの「東急ステイ新橋」が利用可能に
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会社概要／株式の状況 （2014年3月31日現在）

会社概要
商 号 東急不動産ホールディングス株式会社

Tokyu Fudosan Holdings Corporation
設 立 2013年10月1日
資 本 金 60,000,000,000円
従 業 員 数 連結17,594名
ホームページアドレス http://www.tokyu-fudosan-hd.co.jp
所 在 地 〒150-0043

東京都渋谷区道玄坂一丁目21番2号
新南平台東急ビル

株式の状況	 株主メモ
事 業 年 度 4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会 6月
株主確定基準日 定時株主総会、期末配当金　

3月31日
中間配当金 
9月30日

公 告 方 法 電子公告の方法により行います。
公告掲載URL
http://www.tokyu-fudosan-hd.co.jp
ただし、やむを得ない事由により電子公告
をすることができない場合は日本経済新
聞に掲載します。

株主名簿管理人及び
特別口座の口座管理機関

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

郵便物送付先（電話照会先） 〒168-0063
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社
証券代行部
電話　0120-782-031（フリーダイヤル）

インターネット（ホームページURL） http://www.smtb.jp/personal/
agency/index.html

お 知 ら せ
■	住所変更、単元未満株式の買取・買増等のお申出先について
 株主様の口座のある証券会社にお申出ください。なお、証券

会社に口座がないため特別口座が開設されました株主様は、
特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行（株）にお
申出ください。

■	未払配当金の支払いについて
 株主名簿管理人である三井住友信託銀行（株）にお申出くだ

さい。
■	特別口座について
 株券電子化前に「ほふり」（（株）証券保管振替機構）を利用さ

れていなかった株主様には、株主名簿管理人である上記の三
井住友信託銀行（株）に口座（特別口座といいます。）を開設し
ております。

 特別口座についてのご照会及び住所変更等のお届出は、上
記の電話照会先にお願いいたします。

代表取締役会長 植木　正威
代表取締役社長
社 長 執 行 役 員 金指　　潔

取 締 役
副社長執行役員 中島　美博

取 締 役
副社長執行役員 岡本　　潮

取 締 役
副社長執行役員 三枝　利行

取 締 役
専 務 執 行 役 員 榊　　真二

取 締 役
専 務 執 行 役 員 大隈　郁仁

取 締 役 野本　弘文
取 締 役 壱岐　浩一※1

執 行 役 員 今野　一男
執 行 役 員 雜賀　克
執 行 役 員 木村　昌平
執 行 役 員 兼松　将興
執 行 役 員 西村　和浩
常 勤 監 査 役 川合　　正※2

常 勤 監 査 役 中島　和人
監 査 役 浅野　友靖※2

監 査 役 今村　俊夫※2

役員	 （2014年6月26日現在）

※1印は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
※2印は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

株主名 株数（千株）持株比率（％）
東京急行電鉄株式会社 96,879 15.84
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 33,751 5.52
日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口） 32,654 5.34

三井住友信託銀行株式会社 21,008 3.43
第一生命保険株式会社 14,918 2.44
日本生命保険相互会社 9,783 1.60
ステート ストリート バンク アンド
トラスト カンパニー 505223 7,027 1.15

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口4） 6,985 1.14

SSBT OD05 OMNIBUS 
ACCOUNT-TREATY CLIENTS 6,240 1.02

ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 6,064 0.99

大株主の状況	

（注） 1. 当社は自己株式を29,117,492株保有しておりますが、上記大株主
からは除外しております。

 2. 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

発行可能株式総数 2,400,000,000株
発行済株式総数 640,830,974株
株主総数 58,876名
単元株式数 100株

所有者別分布状況	
個人その他
17.55%
112,487,481株
57,611名

個人その他
17.55%
112,487,481株
57,611名

金融機関
30.60%
196,071,034株
76名

金融機関
30.60%
196,071,034株
76名その他国内法人　

17.11%
109,666,118株
602名

その他国内法人　
17.11%
109,666,118株
602名

外国法人等
27.56%
176,610,541株
512名

外国法人等
27.56%
176,610,541株
512名

金融商品取引業者
2.63%
16,878,308株
74名

金融商品取引業者
2.63%
16,878,308株
74名

自己名義
4.54%
29,117,492株
1名

自己名義
4.54%
29,117,492株
1名
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