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第1回

「健康」・「シニア」・「余暇」事業の横断的な連携強化による幅広い事業機会の創出を目指すウェルネス事業では、
フィットネスジム「東急スポーツオアシス」や法人向け福利厚生サービス「ウェルボックス」、高齢化社会の進展に対
応したシニア向け住宅「グランクレール」シリーズを展開しています。また、複合リゾート施設としての「東急リゾー
トタウン」をはじめ、会員制ホテル「東急ハーヴェストクラブ」や滞在型ビジネスホテル「東急ステイ」、ゴルフコース、
スキー場、別荘などを展開し、これからの時代に求められる宿泊、レジャー施設の開発を推進しています。

豊かな時間づくりをサポートする

ウェルネス事業

高齢者の方の安全で快適なシ
ニアライフを目指して、住まい
づくりと施設運営のノウハウを
活かした「安心と暖かさで包む
シニア住宅と介護付き有料老
人ホーム」の経営・運営を展開
しています。

募集代理・運営受託

東急ステイ（株）
出張や研修といったビジネス
から東京観光の宿泊先まで、
多用途にご利用いただける滞
在型ホテル「東急ステイ」を都
心部で展開しています。

運営

「あったらいいな」から「なくては
ならない」サービスへ。皆さまの
ライフシーンをより豊かに、ま
た困ったときに頼れる福利厚生
サービスをご提供しています。

福利厚生代行

（株）東急リゾートサービス
リゾート施設の運営を手掛け
るリゾート総合マネジメント会
社です。「リゾートエンターテイ
メント提案企業」として、リゾー
トマネジメントのリーディング
カンパニーを目指しています。

運営受託 （株）東急スポーツオアシス
首都圏、関西を中心に会員制
フィットネスクラブを運営。本
格的エクササイズからリラク
ゼーションまで様々なプログラ
ムを用意し、お客さまのニーズ
にお応えして地域で最も信頼
されるクラブを目指します。

開発・運営

全国の別荘、リゾートマンショ
ン、会員制リゾートホテル「東
急ハーヴェストクラブ」の新規
受託販売から仲介まで、別荘
リゾートのエキスパートがお
手伝いいたします。

販売受託・賃貸

フィットネス事業
会員制フィットネスクラブ
【東急スポーツオアシス】

全国37店舗
(受託3施設含)ゴルフ事業

ゴルフ場の運営
全国24ヶ所

（受託4施設含）

スキー事業

スキー場の運営
全国10ヶ所

（受託2施設含）

ヘルスケア事業

高齢者向け住宅
【グランクレールシリーズ】

全15施設

イーウェル

福利厚生パッケージサービス
【WELBOX（ウェルボックス）】

保養所運営代行
【リフレッツ倶楽部】

全国13施設

別荘事業

全国11ヶ所

ホテル事業

全国25ヶ所
【パラオパシフィックリゾート】

【東急ハーヴェストクラブ】

都内16ヶ所
【東急ステイ】

ウェルネス
事業

「総合生活産業」CLOSE UP
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これからの人生を育む「ホームクレール」

女性専用30分の健康美教室「フィットFit」

株式会社東急リゾートサービス 東急ステイ株式会社

会員制リゾートホテル（東急ハーヴェストクラ
ブ）やリゾートホテル、ゴルフ場、スキー場、別
荘等の運営を通じて、リゾートライフの幅を
広げる様々な楽しみ方を提案しています。

首都圏を中心に滞在型ホテルを運営。『ホテ
ルにいながら、自宅のように過ごせる空間』
をコンセプトに新しいスタイルの滞在空間を
ご提供させていただいております。

総合生活産業
東急不動産

ホールディングス
グループ

都市事業

住宅事業

管理事業

仲介事業

ウェルネス
事業

ハンズ事業

次世代・
関連事業

事業会社PICK	UP!

注目のサービス

『シニア住宅の安心と充実をご自宅でも　ホームクレール』
グランクレールの運営で培ってきたノウハウを活かし、ご自
宅にお住いのシニア向けに運動・食事・交流といった日々の
充実と、緊急駆け付けや病時対応などのもしもの時の安心
をワンストップで提供する新規事業を展開。

東急スポーツオアシスがプロデュースのフィットFitは、これ
までフィットネスクラブに通ったことが無い方、運動が苦手
な方でもできる30分の体操や小顔プログラム、ストレッチ
マシンで健康で美しい身体づくりを。

都市事業
東急不動産（株）
東急住宅リース（株）
東急不動産キャピタル・マネジメント（株）
東急不動産アクティビア投信（株）
東急不動産コンフォリア投信（株）
東急不動産ＳＣマネジメント（株） 他

住宅事業
東急不動産（株）

管理事業
（株）東急コミュニティー
コミュニティワン（株） 他

仲介事業
東急リバブル（株） 他

ウェルネス事業
東急不動産（株）

（株）東急スポーツオアシス
（株）イーウェル
東急ステイ（株）

（株）東急リゾートサービス
東急リゾート（株）

（株）東急イーライフデザイン 他

ハンズ事業
（株）東急ハンズ 他

次世代・関連事業
（株）東急ホームズ
（株）石勝エクステリア
（株）トウキュウ・ランド・インドネシア 他

注：2015年4月1日以降のセグメントを表示しております。

2

010_7099601302706.indd   2 2015/06/09   4:09:37



また、2014年11月には、東京オリンピック開
催や渋谷駅周辺再開発事業などの大型開発事業
が完成する2020年度を見据えたグループ中長
期経営計画「『Value Frontier 2020』～価値
を創造し続ける企業グループへ～」を策定いたし
ました。本計画の基本方針である「関与アセット
の拡大」「新たな需要創出」に沿って、グループ
収益基盤の安定的な成長およびさらなる成長の
源泉の獲得に向けた取り組みをスタートしており
ます。

当期の我が国経済は、政策効果等による経済
の好循環を背景として企業収益や雇用情勢に改善
傾向がみられ、個人消費も底堅く推移しました。

不動産業においては、消費税率引き上げの影
響が懸念された分譲住宅市場も新規供給物件の
絞込みなどから販売状況は堅調であり、またオ
フィスビル市場では空室率の低下、賃料の上昇
傾向など需要拡大が続きました。不動産投資市
場では、良好な資金調達環境のもと、ＲＥＩＴ等に
よる物件取得が相次ぎ、売買価格上昇が鮮明と

本年4月に、当社代表取締役社長に就任した大隈でございます。
私の使命は、持株会社体制移行で整った総合不動産グループとしての成長基盤の上に、

グループの総合力を最大限に発揮し、具体的かつ着実に成長を加速させていくことです。
東急不動産ホールディングスグループの「挑戦するＤＮＡ」や「お客さまへの思い」を
継承しつつ、多様性を武器に環境の変化に適応することで、新たな価値創造を。――この、
「変わらぬ思いで、変えていく」姿勢を貫き、変わりゆく時代への挑戦を続けてまいります。

第2期を振り返って

就任ご挨拶

社会の変化を先取りし、
グループ共創で中長期経営計画を
着実に遂行してまいります。

代表取締役社長 

大隈 郁仁
プロフィール
1958年8月3日生まれ、広島県出身。1982年3月
横浜市立大学を卒業し、同年4月東急不動産（株）
入社。2013年10月当社取締役、2015年4月より
現職。趣味はドライブ、音楽鑑賞、旅行。

なりました。
当社グループでは、都市事業における投資家

向けのビル等売却収益の増加、新規稼働物件の
寄与などから、売上高は7,731億49百万円（前
期比8.3％増）、営業利益は633億円（前期比
3.0％増）、経常利益は516億75百万円（前期比
2.2％増）、当期純利益は252億30百万円（前期
比6.4％増）を計上することができました。

業績および財務状況の詳細は
P11-12をご参照ください。

トップメッセージ
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今後の我が国経済は、海外経済の下振れなど
が国内景気に及ぼすリスクに留意する必要がある
ものの、政府の経済対策等により企業業績の改
善や雇用・所得環境の持ち直しが進むなかで、
緩やかに回復していくことが期待されます。

このような状況のもと、当社グループは、中長

当社グループは今後、大型プロジェクトの本格
稼働や、管理・仲介などのフィービジネス推進に
より、中長期的にＲＯＥ（自己資本利益率）改善
に取り組むことで、さらなる企業価値向上を図っ
てまいります。

加えて、ＣＳＲ推進は事業戦略とともに企業の
成長基盤であるとの認識のもと、事業活動を通じ
て豊かな高齢社会づくりや地域社会の活性化な
ど社会課題の解決に努めてまいります。

同時に、コンプライアンスの実践と徹底にも重
きを置き、経営の透明性・公正性を高めるだけで
なく、迅速かつ果断な意思決定を行っていくため
のコーポレート・ガバナンス強化を推進いたします。

また、株主還元施策につきましては、配当性向
25％以上を目標に設定し、長期保有株主の皆さ
まに向けた優待制度を設けるなど、株主・投資家
の皆さまとの長期的な信頼関係づくりに積極的に
取り組んでまいります。

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。

本年4月、グループの賃貸住宅管理業務を統
合した「東急住宅リース(株)」が営業を開始しま
した。東急コミュニティー、東急リバブル、東急
リロケーションの３社が展開していた賃貸住宅管
理業務の統合による、賃貸住宅管理・運営戸数
約７万５千戸、社宅代行サービス約９万５千戸とい
う規模を活かした一層のサービス強化に努めてま
いります。

また、当社グループの開発、仲介機能等との
シナジー効果の発揮に取り組んでまいります。

株主の皆さまへ

体制見直しの状況について

第３期の予想および今後の成長に向けて

第3期業績予想

売上高 7,800億円

営業利益 650億円

経常利益 520億円

当期純利益 265億円

東急住宅リースの詳細は
P5-6をご参照ください

その他の事業におきましても、引き続き事業の
整理・統合、人材やシステムの連携に向けた検
討を進めるとともに、管理事業と仲介事業の連携
をはじめとする事業間シナジーの拡大により、グ
ループの総合力を最大限に発揮し、成長を加速
させてまいります。

期経営計画に基づき「関与アセットの拡大」、「新
たな需要創出」に引き続き取り組んでまいります。

都市、住宅、管理、仲介のコア４事業では、
2015年度に開業を予定する銀座プロジェクトの
ほか、渋谷再開発プロジェクト、竹芝プロジェク
トなどの優良アセット開発を進めるとともに、既存
ストック市場における優良資産の獲得を推進いた
します。加えて、管理事業・仲介事業等を通じて
お客さまの保有不動産に関与していくことで、事
業規模拡大を図ってまいります。

ウェルネス、ハンズ、海外の成長3事業では、
シニア関連や海外、インバウンド需要などの新た
な成長分野で、グループの独自性や強みを最大
限に活かして事業を推進いたします。

ウェルネス事業では、アクティブシニア層の増
加に着目した取り組みを推進し、総合ウェルネス
事業者としてのプレゼンス確立を目指すほか、ハ
ンズ事業では新業態の展開や海外出店などを進
め、海外においてはインドネシアや北米を中心に
安定的な収益確保に取り組んでまいります。

2016年3月期は、都市事業で前期における投
資家向けビル等売却収益計上の反動を見込む一
方、海外事業の売上増加等による増収増益を計
画し、連結売上高7,800億円（前期比0.9％増）、
営業利益650億円（前期比2.7％増）、経常利益
520億円（前期比0.6％増）、当期純利益は265
億円（前期比5.0％増）を目標として、達成に取
り組んでまいります。
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 賃貸住宅事業を統合した

「東急住宅リース」が始動！
(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)の賃貸住宅事業を統合し、
2015年4月1日に営業を開始いたしました。

市場の変化に対応し、グループ総合力を発揮する体制へ
東急住宅リースでは、今回の統合により各社の強みを結集し、

今後ますます拡大する住宅ストック市場において、ワンストップ
サービスの提供によるお客さま満足度の向上とともに、より高い
価値、より広い領域のサービスのご提供に取り組んでまいります。

また、開発・仲介をはじめ幅広いバリューチェーンを構築して
いる東急不動産ホールディングスグループ各社との連携により、
変化するお客さまの多様なニーズに対して、期待を超えるサービ
スのご提供を目指してまいります。 2013年

速報値
2008年2003年1998年1993年1988年1983年1978年1973年1968年1963年1958年

2,000

0

4,000

6,000
（万戸・万世帯）■住宅数 ■世帯数

特	集
事業再編

東急不動産ホールディングス 東急不動産ホールディングス

東急不動産 東急
住宅リース

東急
コミュニティー 東急リバブル

東急
リロケーション

社宅

社宅

リバブル・ピーエイ

東急リロケーションサービス レジデンシャルパートナーズ

東急不動産

東急ステイ
▼

ステイ事業専業会社

東急ステイサービス

東急
コミュニティー

東急リバブル

商号変更
賃貸住宅管理

東急住宅リース
賃貸住宅管理専業会社

レジデンシャルパートナーズ

社宅

東急社宅マネジメント
社宅専業会社賃貸住宅管理

賃貸住宅管理 賃貸住宅管理

国内住宅ストックの推移

今回の事業再編により、当
社グループの賃貸住宅事業
は、東急住宅リース(株)の
ほか、社宅代行事業を統合
した東急社宅マネジメント
(株)、賃貸保証事業を行う
レジデンシャルパートナーズ
(株)の３社体制となりました。

2015年4月以降2015年3月まで
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不動産の賃貸から管理・運営、社宅代行サービスまでトータルにカバーする専門家集団

東急住宅リース（株）では、賃貸住宅の管理・運営（サブリース・
マスターリース・プロパティマネジメント、運営代行）や税務相談・相
続対策等の不動産資産・不動産経営に関するコンサルティングなど、
不動産の価値・収益性を高めるサービスの他、社宅代行サービスをご
提供しております。

また、東急不動産ホールディングス各社をはじめ、金融・証券・保
険業界や会計・法務の専門家や提携企業と連携し、お客さまの多様な

ニーズにワンストップで対応できる体制の構築を推進いたします。
海外投資家によるインバウンド投資の拡大を踏まえたサービス体制の

強化など新たなビジネスモデルの開発にも積極的に挑戦してまいります。
株主の皆さまにおかれましては、引き続きご支援のほど、よろしくお

願い申しあげます。
東急住宅リース（株）

代表取締役社長   北川	登士彦

活用提案
・

管理運営

管理
窓口

住宅オーナー グループ会社／専門家／提携企業

入居者法人
東急住宅リース

賃貸住宅を一括して管理・運営

個人 連携
（仲介、リフォーム、修繕工事、コンサルティング等）
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中長期経営計画基本方針

「関与アセットの拡
大」

「新たな需要創出
」

の関連トピックをお
伝えします

日生球場跡地に新スポット誕生

「もりのみやキューズモール BASE」
ココロとカラダの健康をサポートする
充実した環境と多彩なサービスを提供

TOPICS1

「もりのみやキューズモールBASE」は、東急不動産が展開する
モール型ショッピングセンターの統一ブランド「キューズモール」の
４番目の施設として、大阪・森ノ宮の「日生球場跡地」に誕生い
たしました。森ノ宮は、スポーツや健康づくりに親しまれる地域で
あり、さらに豊かな歴史文化を持つ地域特性があることから、“豊
かに生きる、ココロ・カラダ特区”というコンセプトのもと「心と
身体の健康」「より良い暮ら
し」を応援する充実した環境
と、多彩なサービスを提供
してまいります。

商業施設初、1周約300ｍの屋上ランニン
グトラック「エアトラック」（利用無料）

7

010_7099601302706.indd   7 2015/06/09   4:09:58



横浜みなとみらい21に約7年ぶりのマンション供給

表参道・原宿エリアの新たなランドマーク

「ブランズタワーみなとみらい」

「キュープラザ原宿」

TOPICS2

TOPICS3

希少性の高いエリアに、フラッグシップとなるタワーマンション

表参道・原宿エリアの開発により、
国際競争力強化に貢献する街づくりを推進

「ブランズタワーみなとみらい」は、「横浜みなとみらい21」地区の中央エリアに位置し、「みなと
みらい」駅徒歩2分という希少性の高い場所に誕生する、総戸数228戸、地上29階建ての先進の
免震構造を採用したタワーマンションです。同エリアは、総合的な計画に沿って街づくりが進められ、
オフィス・商業・ホテルの都市機能に加え、横浜港に面した海と「臨海パーク」の広大な緑を配した、
利便性と豊かな自然に恵まれたロケーションが魅力です。開放感の高い角住戸を豊富に取り揃え、
バルコニーには透明なガラス手摺りを採用。多彩で充実した共用施設の他、各フロアに防災備蓄
倉庫を配置するなど、フラッグシップとなるタワーマンションとして、開発を進めております。

2012年に神宮前交差点でオープンした「東急プラザ 表参道原宿」に
続き、渋谷から表参道をつなぐ新たなランドマークとして「キュープラザ原
宿」が2015年３月新ブランドの1号店として開業いたしました。神宮前交
差点周辺で最大級の敷地に、緑豊かな環境、恵まれた眺望などを活かし、
ショッピング、カフェ＆レストラン、サービス、ウェディングなど多彩なテナ
ントを揃え、“緑や光を感じる”“居心地の良い”都市型商業施設として、
施設を訪れる人々に気持ちの良い時間や空間を提供してまいります。

「キュープラザ原宿」2階テラス

●横浜ランドマークプラザ●横浜ランドマークプラザ
●横浜ランドマークタワー●横浜ランドマークタワー

MARK IS● 
みなとみらい　

MARK IS● 
みなとみらい　

ブランズタワー
みなとみらい 建設地

ブランズタワーみなとみらい
ゲストサロン・モデルルーム

みなとみらいセンタービル17階

み
な
と
み
らい
線

国際大通りみなとみらい駅 ●クイーンズスクエア横浜●クイーンズスクエア横浜

●パシフィコ横浜●パシフィコ横浜

4番出入口

2出口
1出口

3出口

けや
き通
り

32街区プロジェクト

開放感のある高い天井と
立地・眺望の良さが魅力
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海外投資家の幅広い投資ニーズに対応

インバウンド仲介事業を強化

TOPICS4

海外拠点を増強、外国語対応ページを拡充、
国際会計事務所と業務提携

仲介事業を展開する東急リバブルは、近年加速しているアジアを中心と
した海外投資家による日本国内への不動産投資ニーズ対応を強化していま
す。これまでも上海現地法人の設立などを行ってまいりましたが、さらなる
海外拠点の増強を図るべく、2014年度においては、台湾、シンガポール、
香港に拠点を設立しました。さらに国内においても当社ホームページの英
語・中国語ページの拡充や国際会計事務所との業務提携など、インバウ
ンド仲介事業への取り組みを随時強化しています。

東急コミュニティーのシニアライフサポート新ブランド

NEXT Navi	（ネクスト	ナビ）

TOPICS5

マンションライフの“これから”を
もっと健やかに心ゆたかに

東急コミュニティーは、同社が管理するマンションにお住まいのお客さまに向けて、
シニアライフサポートの新ブランド「NEXT  Navi（ネクスト ナビ）」の展開を開始し
ました。

マンションを終の棲家とお考えの方に、住み慣れた地域で末永く、健やかに心ゆ
たかにお過ごしいただけるよう、“楽しむ、暮らす、住まう、備える、これから”を切
り口とした支援メニューの充実、終活情報誌の発行、終活フォロー講座の開催など
啓発の取り組みを推進してまいります。「NEXT Navi」（終活情報誌）

終活フォロー講座の様子

台湾セミナー
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緑を「つなぐ」

まもる
森林を保全

● CO2吸収
● 生物多様性
● 木材の生産
● 水源涵養機能　など

つかう
事業で産出木材を活用

● オフィスビル
● 商業施設
● リゾート施設　など

つなぐ
お客さまと一緒に森林保全

● マンション購入
● 商業施設会員
● オフィス利用
● シニア施設利用　など

「緑をつなぐ」プロジェクトとは、東急不動産ホール
ディングスグループの、マンション購入・リゾート施設の利用・仲
介や管理といった様々なご利用に応じて、お客さまと一緒に森林を
保全する仕組みです。森林から産出された木材は事業で活用し、
またお客さまへ提供するという循環型サイクルを形成します。
2011年にスタートし、これまで合計約1,000ヘクタール※

の森を守っています。

あなたのくらしが、森になる「緑をつなぐ」プロジェクト

東 急 ハンズのオリジナル 筆 記 具“HANDS GREEN BRANCH 
PROJECT：JETSTREAM”では、保全森林の木材を持ち手部分に使用。
お客さまが１本購入されるごとに、10㎡の森林保全を１年間サポート
し、ご購入・ご使用で環境保全に参加いただく仕組みです。

持ち手部分に
木材を使用、
１本購入で10㎡の
森林保全を１年間
サポートします

11階テラスの
軒天に間伐材を
使用しています

2015年1月竣工の新青山東急ビルでは、オフィスの建材に保
全森林の産出木材を使用しています。省エネ推進、屋上緑化など、
高い環境性能が評価され、(株)日本政策投資銀行「DBJ Green 
Building 認証」において「2014 fourstars」を取得しました。

緑を「つかう」

日本は国土の約７割を森林が占める森林大国ですが、現在、手
入れが不十分で荒廃する森林が増えています。森林は適切な
管理により、CO2吸収・生物多様性保全・水源涵養など多くの
効用が得られます。当社グループは、これからもお客さまとご
一緒に、より多くの森林保全を目指します。

新青山東急ビル

緑を「まもる」

※1,000ヘクタール＝ 東京ディズニーワールド・約10個分の広さ

CSR・環境
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連結財務諸表
連結貸借対照表の概要

PO IN T

（単位：億円）

無形固定資産
1,129

前期末
2014年3月31日

流動資産
5,726

固定負債
11,046

流動負債
4,709

純資産
3,983

有形固定資産
11,272

投資その他の資産
1,610

総資産 19,738

当期末
2015年3月31日

無形固定資産
1,150

流動資産
4,160

固定負債
10,587

流動負債
3,619

純資産
3,692

有形固定資産
11,201

投資その他の資産
1,387

総資産 17,898

1

ビル等の取得による販売用不動産の増加等により1,566億円増。
流動資産1

2
新規投資等による有利子負債の増加等により、流動負債は1,091億円
増、固定負債は459億円増。

流動負債・固定負債

2

事業概況
■ 都市事業
 32.9％

■ 住宅事業
 13.2％

■ 管理事業 17.1％
■ 仲介事業 7.7％

■ ウェルネス事業
　9.4％

■ ハンズ事業
 11.1％

■ 事業創造その他事業
 8.6％

売上高
構成比

住 宅 事 業

● 分譲マンションの計上戸数が減少、都心
物件の減少により戸当たり平均価格も下
落し減収減益。

● 販売については引き続き堅調に推移して
おり、完成在庫も低水準を維持。

売上高 1,048億円 （前期比 26.0%減）
営業利益 55億円 （前期比 51.0%減）

ウェルネス事業

● 東急ハーヴェストクラブ等の新規稼働により増収、前
期にたな卸資産評価損計上があった反動から増益。

● 東急ハーヴェストクラブでは「京都鷹峯」
（京都市）等、東急スポーツオアシスでは
「桂川店」（京都市）が開業。

売上高 751億円 （前期比 1.6%増）
営業利益 44億円 （前期比137.3%増）

ハンズ 事 業

● （株）東急ハンズにおいて新規出店等を推
進し増収も、開業費用の負担等から減益。

● 国内で京都、鹿児島、長野、岡山の４店
舗、海外ではシンガポールに２店舗の合計
６店舗を新規開業。

売上高 879億円 （前期比 4.1%増）
営業利益 9億円 （前期比 18.6%減）

事業創造その他事業

● 注文住宅の引渡戸数減少等があったも
のの、不動産の一括売却の増加等により
増収増益。

売上高 683億円 （前期比 14.9%増）
営業利益 12億円

都 市 事 業

● 投資家向けのビル等売却収益の増加、新
規稼働物件の寄与等により増収増益。

● 空室率（オフィスビル・商業施設）は2.8％
と引き続き低水準を維持。

売上高 2,610億円 （前期比 46.4%増）
営業利益 385億円 （前期比 19.3%増）

仲 介 事 業

● 販売受託においてマンションの引渡件数
が減少したものの、売買仲介ではリテール
部門で取引件数・成約価格が上昇、ホール
セール部門も大型物件の成約増加により
成約価格が上昇したことから増収増益。

売上高 614億円 （前期比 5.1%増）
営業利益 94億円 （前期比 2.5%増）

管 理 事 業

● 管理ストックは着実に拡大するも、マン
ション共用部工事の減、品質管理体制強
化に伴う費用増等により減収減益。

● 2015年3月末のマンション管理ストックは
678千戸（うち総合管理戸数487千戸）。

売上高 1,361億円 （前期比 2.4%減）
営業利益 91億円 （前期比 1.1%減）

（全社・消去除く）

当社グループでは持株会社体制への移行に伴う組織変更により、当連結会計年度より事業区分を変更しており、各事業の比較に用いる前期実績値は新区分で組み替えた概算値を使用しております。

事業概況・連結財務諸表
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連結損益計算書の概要 連結キャッシュ・フロー計算書の概要

PO IN T
PO IN T

売上高
7,141

営業利益
614

経常利益
506

当期純利益
237

売上高
7,731

営業利益
633

経常利益
517

当期純利益
252

（単位：億円）

前期
2013年4月1日～2014年3月31日（ご参考）

当期
2014年4月1日～2015年3月31日

（単位：億円）

当期
2014年4月1日～2015年3月31日

現金及び
現金同等物の
期首残高
927 1,392

現金及び
現金同等物
に係る
換算差額

連結の範囲の
変更に伴う
現金及び
現金同等物の
増減額

7 0

現金及び
現金同等物の
期末残高

939投資活動による
キャッシュ・フロー

△1,003

財務活動による
キャッシュ・フロー

営業活動による
キャッシュ・フロー
△385

都市事業セグメントにおける投資家向けビル等売却収益の増加等によ
り、売上高は対前期591億円増収、営業利益は対前期19億円増益。

売上高・営業利益3 税金等調整前当期純利益400億円等による資金増加の一方、たな卸
資産の増加1,085億円等により、385億円の資金減少。

営業活動によるキャッシュ・フロー5

5

3

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15億円
増益。

当期純利益4 固定資産の取得994億円、有価証券の取得148億円等により、1,003
億円の資金減少。

投資活動によるキャッシュ・フロー6

6

長期借入金の返済1,279億円等による資金減少の一方、長期借入金
2,107億円、コマーシャル・ペーパーの増加730億円、長期預り敷金
保証金の受入283億円等により、1,392億円の資金増加。

財務活動によるキャッシュ・フロー7

7

4

12
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お知らせ

従来の「株主様ご優待券」に加え、３年以上継続して当社株式を保有し、長期的にご支援をいただける株主さまに対しまして、保有株式数に応じて当社グループの
東急ハンズ商品や、リゾートホテル・ゴルフ場・スキー場等でご利用可能な施設利用券などをお選びいただけるカタログギフトを進呈いたします。

保有株式数 優待品
500株以上1,000株未満 特製カタログギフト（ 2,000円相当）
1,000株以上5,000株未満 特製カタログギフト（ 5,000円相当）

5,000株以上 特製カタログギフト（ 10,000円相当）

継続保有株主優遇制度の内容

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
3月 3月 3月 3月 3月9月 9月 9月 9月

（導入初年度のみ） 
１年間の継続保有で進呈

（導入２年目のみ）
２年間の継続保有で進呈

（導入３年目以降） 
３年間の継続保有で進呈

３年間の継続保有で進呈

6月下旬
発送

2015年3月末時点で当社株式を保有されている株主さま

2015年4月以降に当社株式を取得された株主さま

6月下旬
発送

6月下旬
発送 6月下旬

発送

6月下旬
発送

継続保有株主優遇制度の導入スケジュール

継続保有株主優遇制度について

● 毎年3月末時点で継続保有の条件に該
当された株主さまに、年1回（6月下旬）
お送りいたします。

● 継続保有期間の算出は初回基準日
（2015年3月31日）より開始い
たしますが、導入時の特典とし
て、初回基準日時点で株式を
保有されている株主さまには、
１年間の継続保有および２年間
の継続保有でそれぞれカタロ
グギフトを進呈いたします。

※画像はイメージです。

継続保有の条件
■ 当社の株主名簿に、同一株主番号で、当該3月末基準日を含む直近7回（初回は3回、2回目は5回）の基準日（3/31、

9/30）に継続して記載された株主さまに対し、その7回の基準日に保有されていた最小株式数に応じてカタログギフトを
進呈いたします。

■ 相続、株主名簿からの除籍等により株主番号が変更になった場合は、その直後の基準日から起算いたします。 単元未満株式の買取・買増請求手続きにつきましては、本報告書裏表紙の「お知らせ」をご参照ください。

優待情報は当社ホームページにも掲載しております。
▶	http://www.tokyu-fudosan-hd.co.jp/ir/stockandbond/incentive/

※（　　）内は12月発行枚数

2015年12月発行分まで 2016年6月発行分より
100株
以上

1,000株
以上

5,000株
以上

1万株
以上

100株
以上

500株
以上

1,000株
以上

5,000株
以上

❶ 宿泊優待券 ● リゾートホテル 1 4 6 8 1 2 4 8
❷	 宿泊優待共通券 ● リゾートイン ● 東急ステイ ● パラオパシフィックリゾート 2 6 10 14 2 4 6 12
❸	 スポーツ優待共通券 ● ゴルフ場 ● 東急スポーツオアシス ● スキー場 2（2） 4（6） 8（12） 12（18） 2 4 6 12
❹ 買物優待券 ● 東急ハンズ ※東急ハンズは優待カード（利用制限なし） — 1 1 1 — — 1 1

（枚） （枚）
現行優待制度の進呈区分変更について
従来の優待制度の進呈区分を、
継続保有株主優遇制度と合わせ以下のとおり変更いたします。

株主優待制度について
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お客さまとスタッフ、お客さま同士が共に新しいコミュニティを築く
場所として、飲食だけでなく、ワークショップの開催や期間限定のイ
ベントカフェ実施など、様々な工夫を凝らし、ハンズならではの特別
な時間の過ごし方、新しいカフェスタイルを提供しております。また
地域限定メニューもおすすめです。

こだわり感や上質感を求めるお客さまに向けた、提案型ライフスタ
イルショップ。シーズン雑貨やギフト雑貨を中心に、ヘルス&ビューテ
ィ、ステーショナリーなど、「自慢したくなる」「思わず笑顔になる」「友
人や家族に贈りたくなる」、高感度でこだわり感のあるアイテムをご
用意しております。

東急ハンズ店舗一覧
● 東急ハンズ
国内
札幌店/東京店/銀座店/北千住店/
ららぽーと豊洲店/渋谷店/新宿店/池袋店/
町田店/川崎店/横浜店/ららぽーと横浜店/
ららぽーと船橋店/柏店/大宮店/
ららぽーと富士見店/長野店/静岡店/
桑名店/名古屋店/ANNEX店/梅田店/
心斎橋店/あべのキューズモール店/江坂店/
京都店/三宮店/姫路店/岡山店/広島店/
博多店/熊本店/大分店/鹿児島店/
宜野湾コンベンションシティ店
海外
上海店/ジュロンイースト店/オーチャード店

● ハンズ ビー
札幌ステラプレイス店/丸の内オアゾ店/
アトレ秋葉原1店/ダイバーシティ東京 プラザ店/
東急プラザ表参道原宿店/
フレル・ウィズ自由が丘店/西武新宿ペペ店/
中野マルイ店/東武百貨店池袋店/
グランエミオ大泉学園店/フレンテ仙川店/
グランデュオ立川店/武蔵小杉東急スクエア店/
マルイファミリー溝口店/
クイーンズスクエア横浜店/港北東急SC店/
たまプラーザ店/青葉台東急スクエア店/
戸塚東急プラザ店/ららぽーと柏の葉店/
コクーンシティ店/静岡パルシェ店/
京都マルイ店/福岡パルコ店

● ハンズカフェ
東急プラザ表参道原宿店/渋谷店/
コクーンシティ店/梅田店/
もりのみやキューズモール店/広島店/
福岡パルコ店/アミュプラザ鹿児島店

ハンズカフェが続々オープン！
ハンズカフェ 東急プラザ表参道原宿店（東京都渋谷区、3月27日）、
ハンズカフェ コクーンシティ店（埼玉県さいたま市、4月24日）、ハン
ズカフェ もりのみやキューズモール店（大阪府大阪市、4月27日）。ま
た2015年夏には、ハンズカフェ 那覇メインプレイス店〔仮称〕（沖縄
県那覇市）もオープン予定。

ハンズ ビーが続々オープン！
ハンズ ビー グランエミオ大泉学園店（東京
都練馬区、4月10日）、ハンズ ビー コクー
ンシティ店（埼玉県さいたま市、4月24日）。

POINT

POINT

1ハンズカフェ 福岡パルコ
店。ハンズ ビーを併設した全
国初の「hands be & cafe」
スタイル。2ハンズカフェ 
広島店限定「広島菜漬けと
じゃこの明太子パスタ」。

1ハンズ ビー グランエミオ大泉学園店。2ギフトにおす
すめのアイテムやクリエイター雑貨もご用意。

1

2

2

1

「HANDS	CAFE	（ハンズカフェ）」
http://www.handscafe.jp/

「hands	be	（ハンズ	ビー）」
http://be.tokyu-hands.co.jp/

1

2

優待ご利用施設のご案内 東急ハンズが運営する次の施設でも株主優待をご利用いただけます。
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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18,243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 金指　　潔
代表取締役社長
社 長 執 行 役 員 大隈　郁仁
取 締 役
副社長執行役員 岡本　　潮
取 締 役
副社長執行役員 榊　　真二
取 締 役
副社長執行役員 植村　　仁
取 締 役
専 務 執 行 役 員 北川　登士彦
取 締 役 相 談 役 植木　正威
取 締 役 中島　美博
取 締 役 野本　弘文
取 締 役 壱岐　浩一※１

専 務 執 行 役 員 吉浦　勝博
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 西川　弘典
執 行 役 員 古沢　繁之
執 行 役 員 岡田　正志
執 行 役 員 兼松　将興
執 行 役 員 西村　和浩
執 行 役 員 久野　賢策
常 勤 監 査 役 住田　　謙
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	 （2015年6月25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。

大株主の状況	

（注） 1. 当社は自己株式を32,059,420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 64,156名
単元株式数 100株

所有者別分布状況	
個人その他
16.89%
108,262,501株
62,891名

個人その他
16.89%
108,262,501株
62,891名

金融機関
32.00%
205,074,698株
79名

金融機関
32.00%
205,074,698株
79名その他国内法人　

16.46%
105,494,625株
584名

その他国内法人　
16.46%
105,494,625株
584名

外国法人等
28.07%
179,891,917株
532名

外国法人等
28.07%
179,891,917株
532名

金融商品取引業者
1.57%
10,047,813株
69名

金融商品取引業者
1.57%
10,047,813株
69名

自己名義
5.00%
32,059,420株
1名

自己名義
5.00%
32,059,420株
1名

見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。
この冊子は、地球環境に配慮し、FSC®認証紙と植物油インキを使用しています。

株主名 株数（千株）持株比率（％）
東京急行電鉄株式会社 96,879 15.91
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 36,142 5.94
日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口） 31,287 5.14

三井住友信託銀行株式会社 21,008 3.45
第一生命保険株式会社 14,918 2.45
日本生命保険相互会社 8,107 1.33
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 7,910 1.30

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口４） 7,047 1.16

ジユニパー 6,331 1.04
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 505234 6,312 1.04

会社概要／株式の状況 （2015年3月31日現在）
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