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第3回 〜人と建物の、未来をつくる。〜

当社グループは、人口構造の変化や不動産市場の成熟化を見据え、既存の外部アセットの獲得・関与を積極
的に図り、それらを管理事業および仲介事業において活用・流通させることで、ストック活用型社会に貢献して
まいります。

㈱東急コミュニティーを中心に展開する管理事業では、建物の寿命を長く、最良な状態で資産価値を高め、維
持していく「ライフタイムマネジメント」という考え方を掲げています。これに基づき、マンションの築年数や状態
に応じた長期的な維持・保全計画を提案するサービス「建診力」をスタートし、また、各住戸向けのサービスメ
ニューをさらに充実させております。今後も、建物にとって、そこに暮らし利用する人にとって、ライフステージご
とに最適なサービスを追求し、「総合不動産管理事業圧倒的No.1」の達成を目指します。

管理事業

“一人ひとりに、幸せ、ずっと。”

2016年５月にスタートした『東急コミュニティーのライ
フタイムサポート』は、同社が管理を受託するマンション
の各住戸に向けたサービス。「ライフタイムマネジメント」
の視点で、お客さまの住まいと暮らしの一生をサポート
いたします。またリフォームでは、『つくるのは、「暮らし」で
す。』をスローガンに、生活を熟知する管理会社ならでは
の視点で、ライフステージや家族構成の変化など、未来
の暮らしまで見据えたご提案に取り組みます。

DIC2592
C72.9% +M34.8%+Y11.3%

BK85%

スモールサイズ用／ 30mm以下

『東急コミュニティーの
ライフタイムサポート』

マンション、公共住宅等の建物、設備の管
理・運営に加え、過去の経験と教訓を踏まえ
た防災対策のご提案や、各住戸にお住まい
の皆さまに向けた各種サービスメニューも
充実。当社グループのマンション総
合管理受託戸数は合計50万戸を
突破しました。

オフィス・商業施設に加え、公共性の高い各種施設まで、多種多様な施設に対応。建物・
設備の管理はもちろん、賃貸運営や集客向上・収益拡大といったプロパティマネジメン
トまで、従来の管理会社の枠を超えたご提案を推進しています。

マンションの大規模改修工事から各住戸のリ
フォーム工事、オフィス・商業施設等のテナン
ト入退去工事まで対応。日常的に、管理や点
検を通じて建物の状態を確認し、また建物を
利用される皆さまに接する管理会社だからこ
そ可能な、「ライフタイムマネジメント」の視点
に立ったご提案に取り組んでいます。

マンション
ライフサポート

事業

リフォーム事業

ビルマネジメント
事業

二子玉川ライズめだかの池
（多摩川の生態系を学べるビオトープ）

注目の
サービス

「総合生活産業」C ULOSE P
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政治を支え、
国民の声も
届きやすい場所へ。

国際協力の裾野を
ひろげるのも、
私たちの仕事です。

こどもたちに、
宇宙の夢を
見せてあげたくて。

参議院議員会館

JICA 横浜国際センター

五反田文化センター
プラネタリウム

二子玉川ライズ
〜建物、自然、そして人。
一つの街を任される責任があります。

二子玉川ライズは、マンション、オフィス、商業施設、水辺空間のある
ルーフガーデンなど、様々な施設が集まった複合施設。㈱東急コミュニ
ティーは、多種多様な施設の管理で培った経験と実績を活かし、この

「一つの街」の管理を担っています。住む人、働く人、訪れる人、すべて
にとって心地よい環境をテーマに、長期的視点で安心・安全な、理想
の街づくりに貢献します。

管理事業では、一般のマンション・ビルだけでなく、住居・オフィ
ス・商業施設と公共スペースをあわせ持つ複合型施設、空港、スタ
ジアム、国際交流施設、議員会館、プラネタリウムなど、多種多様な
施設の管理・運営で実績をあげています。現場で働く社員たちの
メッセージとともに、受託施設の事例をご紹介します。

空への扉を
開けているのも、
私たちです。
北九州空港ターミナルビル

5万人の熱狂を
支えるのも、
私たちの仕事です。
小笠山総合運動公園
（エコパスタジアム）

注目の街

VOICE
管理受託物件PICK UP!
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グループ共創で、社会とともに
持続的成長をめざす。

不動産業では、分譲住宅市場は、政策支援や
低金利が継続する一方、建築費や用地取得費の
高騰により販売価格が上昇し、お客さまの商品選
別化傾向が強まりました。また、オフィスビル市
場では、企業の業容拡大や増床ニーズから一層
の空室率低下や賃料上昇に繋がり、不動産投資
市場は、良好な資金調達環境のもとで投資家に
よる物件取得競争が過熱感を帯びる状況となりま
した。

当社グループでは、仲介事業の好調や投資家
向けビル等売却益の増加などから、売上高は
8,154億79百万円（前期比5.5％増）、営業利益
は687億50百万円（前期比8.6％増）、経常利益
は563億79百万円（前期比9.1％増）、親会社株
主に帰属する当期純利益は287億18百万円（前
期比13.8％増）を計上することができました。

当社グループは、中長期経営計画の営業利益
目標730億円（2016年度）の達成に向け、各事
業領域でのプレゼンス向上に取り組んでおります。

まず、コア事業（都市、住宅、管理、仲介事
業）では、渋谷の再開発や竹芝プロジェクトをは
じめとする厳選した優良アセットの開発や、既存ス
トック市場からの外部アセットの獲得・関与など

「関与アセットの拡大」を継続いたします。
本年3月末に誕生した新たな銀座・数寄屋橋の

ランドマーク「東急プラザ銀座」では、「Creative 
Japan〜世界は、ここから、おもしろくなる。〜」
をコンセプトに、世界に誇れる商業施設、次世代
の新たなライフスタイル・プレイスを目指し、様々
なコンテンツを発信してまいります。➡P5

次に、成長事業（ウェルネス、ハンズ、海外事

第3期を振り返って 中長期経営計画の進捗と
第4期の見通し

第4期（2016年度）業績予想

代表取締役社長 大隈 郁仁

売上高 8,400億円
営業利益 730億円
経常利益 610億円
親会社株主に帰属する当期純利益 315億円

業）では、「新たな需要の創出」を推進しております。
一般住宅を併設したサービス付き高齢者向け住宅
整備事業「世田谷中町プロジェクト」、インバウン
ドマーケット獲得に向けた宿泊施設・商業施設の
展開、米国やインドネシア等における海外事業な
ど、グループの独自性や強みを最大限に活かした
事業拡大を図ってまいります。

これらの取り組みを通じて、7ヵ年の中長期経
営計画「Value Frontier 2020」で前半期の目
標に掲げております「2016年度営業利益730億
円」の達成に向け邁進してまいります。

トップメッセージ
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当社グループは、豊かで健やかな社会の実現
に向け、グループ共創により新たな価値を追求
し、単なる“ハコ”や“モノ”の枠を超えライフスタイ
ルを創造する集団として事業拡大を図るとともに、
株主の皆さまとの長期的な信頼関係作りに積極的
に取り組んでおります。

コーポレートガバナンスについては、多様なス
テークホルダーや社会の視点で意見を述べ、問題
提起ができる独立社外取締役を新たに２名招聘す
るなど、経営の透明性向上に努めてまいります。

また当社は、ＣＳＲを重要な経営課題と位置づ
け、幅広い事業活動を通して社会課題の解決に
取り組んでおります。今回の報告書では、東日本
大震災復興支援活動をご紹介いたします。➡P7 
ガレキの撤去などのボランティアから始めた活動
ですが、時を経て変化する被災地のニーズにあわ
せ、事業活動を通じた支援を継続しております。

株主還元では、安定的な配当を維持継続すると
ともに配当性向25％以上を目標としており、期末
配当は１株あたり6.5円とさせていただきました。

最後に情報発信の面では、株主・投資家の皆
さまとのコミュニケーション活動➡P8や、今回ス
タートする継続保有株主の皆さまに向けた新優待
制度➡P9などを通じて、当社グループの事業や
企業価値をお伝えしてまいりたいと存じます。

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。

株主の皆さまへ 売上高の推移	（全社・消去除く）

7,731 8,155
（単位：億円）

第2期
2015年3月期

第3期
2016年3月期

2,587

1,177

1,452

803

902

957

512

2,674

1,048

1,361

614

896

879
475

■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

連結貸借対照表の概要 連結キャッシュ・フロー計算書の概要
（単位：億円）

無形
固定資産
1,066

第2期
2015年3月31日

流動資産
4,919

固定負債
10,860

流動負債
4,760

純資産
4,224

有形
固定資産
11,770

投資その他
の資産
2,089

総資産 19,844

第3期
2016年3月31日

無形
固定資産
1,129

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
（単位：億円）

第3期
2015年4月1日～2016年3月31日

現金及び
現金同等物の
期首残高

939 △305

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

9 0

現金及び
現金同等物の
期末残高

399

投資活動による
キャッシュ・フロー
△1,124

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
879

●	売上高
仲介事業の好調や住宅事業における
土地一括売却の増加等により、対前
期４２３億円増収。
●	有形固定資産
新規開業施設や再開発に伴う投資に
より、対前期４９７億円増加。
●	流動負債・固定負債
有利子負債の減少等から、合計で対
前期１３５億円減少。
なお、有利子負債の減少及び自己資
本の増加により、期末のDEレシオ（負
債資本倍率、有利子負債／自己資
本）は２．６倍に改善。
●	投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得、有価証券の取得等
により、１，１２４億円の資金減少。

POINT

当社グループでは、組織変更に伴い当連結会計年度より一部事業の報告セグメント
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数
値を使用しております。
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Bunkamuraとのコラボレーション
HINKA RINKA （東急百貨店）

HANDS EXPO （東急ハンズ）

「東急プラザ銀座」オープン
～新たなランドマークとして、より一層魅力的な銀座の街づくりに貢献～
「東急プラザ銀座」は、「Creative Japan〜世界は、ここから、おもしろくなる。〜」という開発コンセプト

のもと、全１３フロア（店舗部分）にファッション、雑貨、レストラン、カフェなど多彩な１２５店舗を揃えました。
象徴的な６階のラウンジや、ゆったりとくつろげる屋上テラスなど、館内のパブ

リックスペースを充実させたほか、施設の開業に合わせ、隣接する数寄屋橋公園
の再整備や、国内外の来街者に銀座の最新情報をご案内するインフォメーション
センターを設置し、より一層魅力的な銀座の街づくりに貢献してまいります。

また、東急百貨店の新セレクトストアや東急ハンズの新業態が出店し、渋谷の
複合文化施設Bunkamuraと連携し文化芸術を発信する等、東急グループが連
携し、新たな賑わいの一翼を担っています。

TOPICS1 銀座エリアに新たな賑わいを創出

外観

KIRIKO TERRACE
（石勝エクステリアが壁面を緑化　館内図❹）

KIRIKO LOUNGE

KIRIKO LOUNGEでは、Bunkamuraと連携した文化
イベントを定期的に開催。音楽・伝統芸能・アートをはじめ
とする様々なジャンルの文
化芸術をご紹介予定。
館内図❸

バイヤーの目利きにより国内外からセ
レクトされた旬＆高感度なアイテムを
取り揃え、今までになかった「新しい大
人のファッション」を提案します。
館内図❶

所 在 地	東京都中央区銀座5-2-1
交　　通	東京メトロ銀座線・丸ノ内線・日比谷線　銀座駅C2・C3出口　徒歩1分
 東京メトロ日比谷線・千代田線　日比谷駅A1出口　徒歩2分
 東京メトロ有楽町線　有楽町駅A0出口　徒歩2分
 JR山手線・京浜東北線　有楽町駅銀座口　徒歩4分
営業時間	11:00~21:00（ショッピング・サービス・カフェ）
 11:00~23:00（レストラン・フード）※一部店舗により異なる

■「東急プラザ銀座」概要

RF

GINMACHI DINING

LOTTE DUTY FREE

FIND JAPAN MARKET ❷

Fashion, Cafe HINKA RINKA
❶

Fashion, Service, Cafe

GINCHIKA MARCHE

KIRIKO TERRACE ❹

KIRIKO 
LOUNGE
　  ❸

11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
B1F
B2F

「カルチャーをつなぎ、カルチャーを育
む」をコンセプトとして、「和・都・知・
美・食」の５つのゾーンで構成。「参加
し、味わい、出会いがある」ステージを
設けたカフェも併設。	 館内図❷（7F）

館内図

館内の東急グループ施設をご紹介

トピックス
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TOPICS3 マンション1棟をフルリノベーション

「東急ステイ銀座」オープン
一人ひとりの宿泊ニーズに合った“居心地のいい”空間を提供

2016年も依然として訪日旅行需要は拡大し続けており、日本を訪れる外国人旅行客のニーズは多
様化しています。「東急ステイ銀座」は、東急ステイシリーズの旗艦店として、こうした外国人旅行客
をはじめとし、国内外のビジネスや観光など幅広い滞在に応えるべく、テレビ電話機能を活かした多言
語通訳サービスや約30種類のアメニティが選べる「アメニティブッフェ」等、一人ひとりの宿泊ニーズ
に合った“居心地のいい”空間を提供してまいります。

所在地	 東京都中央区銀座4-10-5
交　通	 東京メトロ丸ノ内線・銀座線　銀座駅　徒歩3分
 東京メトロ日比谷線・都営地下鉄浅草線　東銀座駅　

徒歩1分

■「東急ステイ銀座」概要

「MAJES〔マジェス〕」
ハイ・リノベーションマンション 建物検査申込累計20,000件超＊

「リバブルあんしん仲介保証」
新築物件で培ったノウハウとグループ総合力を活かして お客さまのニーズに合わせた施策の実施

東急不動産の新しいリノベ事業（ハイ・リノベーション事業）「MAJES（マ
ジェス）」。希少価値のある都心立地に特化した物件を厳選し、共用部等の
機能を修復するだけではなく、立地にふさわしいデザインを取り入れてマン
ション1棟をフルリノベーション。
新築分譲で使用する設計基準に
基づいた品質チェックやアフター
サービス等を実施すると共に、
培ったノウハウとグループの総合
力を最大限に活かした商品やサー
ビスを提供します。

東急リバブルでは、お客さまのニーズに合わ
せたサービスの拡充に努めております。中古住
宅の売却に際し建物の瑕疵等を一定条件保証
するサービス「リバブルあんしん仲介保証」は
累計20,000件を超える申込みをいただきました。

また、更なるお客さま満足度向上
の為、マンションご売却時の売主様
の不安や手間を解消するサービスと
して、「マンション売却プレミアムサ
ポート」を開始いたしました。

TOPICS2 銀座駅から徒歩3分、東急ステイシリーズの旗艦店

TOPICS4 「売買仲介サービス」を拡大

マジェスタワー六本木（リビング）

＊2012年10月1日〜 2016年2月29日

客室（エグゼクティブルーム）
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東急不動産ホールディングスグループ

東急ハンズ 仙台、長崎に出店

東日本大震災復興支援の取り組み

仙台店のストアコンセプトは『Sendai	GREEN	
Live-Rally（センダイ	グリーン	ライブラリー）』

長崎店のストアコンセプトは『MAST4	
（マストフォー）must	for	Nagasaki』

東日本大震災から5年、復興支援の形を変えて展開

仙台店は東急ハンズのシンボルカラー「GREEN」と杜
の都のシンボル「GREEN」を共有し、新しい暮らし「Live」
を東急ハンズが提案、生活をつなげる「Rally」となるこ
とを目指しています。独自コーナー『やっぱりトウホク　
ALL IN ALL HANDS ＆ TOUHOKU』では、東北6県の
魅力的な技術力や伝統・素材を、地元や県外から来られ
るお客さまに再発見いただく場を提供いたします。

長崎店は長崎にとって4つの「MUST」(※)、そして
新しい毎日への船出に導く帆柱「MAST」となるよう
な店を目指しています。独自コーナー『ナガハン社中

（シャチュウ）』では、長崎の歴史や文化にちなんだ魅
力溢れる商品をご用意し、地元のお客さまはもちろ
ん、観光で訪れるお客さまにも楽しんでいただけるよ
うなヒントを提案いたします。

東急不動産ホールディングスグループでは、陸前高田市における有志社員によるボ
ランティア活動や、福島県で被災した子どもの“こころのケア”を目的として行われている

「みどりの東北元気キャンプ」の運営支援など、東日本大震災復興支援活動に2011年
から様々な形で取り組んでまいりました。

その一環として2016年3月、ボランティアを派遣してきた農園で生産されるリンゴ
ジュースや、漁協の海産物を加工した甘露煮など、陸前高田市や気仙沼市を中心とし
た東北地方で製造・製作されている食品や工芸品、雑貨などの良品を開拓・発掘し、

「東北すぐれものセレクション」として専用ホームページで販売する事業を開始しました。

TOPICS5 魅力溢れる独自コーナーも展開

Apple Juice & JONAGOLD WEBサイトはコチラ

椿茶

C S R

※【4つのMUST】 1．長崎のくらしのMUSTとなる。　2．観光のお客様にも長崎の良さを提案するMUSTとなる。　3．長崎の食文化の提案をするMUSTとなる。　4．アミュプラザ長崎の4階は遊べる長崎のMUSTとなる。

東急ハンズ仙台店

出 店 地	宮城県仙台市青葉区中央1-1-1
 エスパル仙台東館４階
交　　通	JR仙台駅直結、
 仙台市営地下鉄　仙台駅　徒歩4分
店舗面積	約2,100m2

出 店 地	長崎県長崎市尾上町1-1
 アミュプラザ長崎４階
交　　通	JR長崎駅直結、
 長崎電鉄電停　長崎駅前駅　徒歩1分
店舗面積	約2,000m2

■「東急ハンズ仙台店」店舗概要

■「東急ハンズ長崎店」店舗概要

三陸甘茶煮4種セット

トピックス・CSR
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株主・投資家の皆さまとの
コミュニケーション活動のご紹介
東急不動産ホールディングスでは、株主・投資家の皆さまにグループの事業や企業価値を直接お伝えし、
よりご支援をいただくことを目的としてコミュニケーション活動を進めています。

２月４日（木）、２月１０日（水）にシニア住宅「グランクレール」において見学会を開催しまし
た。昨年12月にお送りしたご案内から、多数のご応募をいただき、当日は６０名が参加され、
館内をご見学いただきました。高品質な住まいと多彩なサービスに、シニア住宅に対するイ
メージが変わったとのお声を多くいただきました。事業のご理解を深めていただく一方で、株
主さまから直接貴重なご意見を伺うことができ、大変有意義な機会となりました。

個人投資家の皆さまに当社グループの事業内容への理解を深めていただくことを目的として、3月に
みずほ証券㈱新宿営業第一部・第二部支店及び野村證券㈱天王寺支店において個人投資家さま向け
IR説明会を開催、100名をこえるご参加をいただきました。

今後も個人投資家の皆さまに当社グループの経営戦略や事業内容についてわかりやすく説明するこ
とで、当社グループへのご理解を深めていただくとともに、より良い信頼関係の構築に努めてまいります。

個人投資家さま向けIR説明会

当社グループの事業内容への理解を深めていただくことを目的として、3月29日（火）、3月30日
（水）に東急プラザ銀座内覧会を開催しました。

内覧会は、多数のご来場が予想され、混乱を避けるために、東京都在住、500株以上ご所有の個人
株主さまにご案内し、およそ1,500名（同伴者含）が来場され、開業前の館内をご覧いただきました。

今後も株主さまに当社グループの事業へのご理解を深めていただく機会を設けてまいります。

株主さま向け東急プラザ銀座内覧会

株主さま向けシニア住宅見学会

グランクレール青葉台二丁目

東急プラザ銀座

IR説明会説明資料

株主・投資家の皆さまとのコミュニケーション
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株主の皆さまのご支援に感謝の意を表するとともに、より当社グループ
をご理解・ご支援いただくために、2016年6月より変更いたしました。

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）

（※2）	進呈区分

継続保有期間と発送年度

（※1）	継続保有

カタログギフト商品のご案内　お好きな一品をお選びいただけます。

継続保有株主優遇制度スタート1

株主優待制度が変わりました。
2015年3月以降、3年以上継続保有（※1）いただいた株主さまに、保有株式数に応じた進呈区
分（※２）によって、オリジナルカタログギフトを年1回進呈します。導入時の特典として、2016年
度（今年度）は、2016年3月末時点で1年以上継続保有の株主さまに、2017年度（来年度）も、
2017年3月末時点で2年以上継続保有の株主さまに、保有株式数に応じて進呈します。

■ ❶当社の株主名簿に、同一株主番号で、❷当該3月末基準日を含む直近7回（2016年度は3回、2017年度は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、❸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。

2,000円相当 5,000円相当 10,000円相当
東急ハンズ ● 2,000円相当の商品 ● 5,000円相当の商品 ● 10,000円相当の商品
東北すぐれものセレクション ● 陸前高田の三陸甘茶煮セットA ● 陸前高田の三陸甘茶煮セットB ● 陸前高田の三陸甘茶煮セットC

東急スポーツオアシス ● スポーツオアシスご利用券（１回分） ● スポーツオアシスご利用券（３回分）+タオル（１枚）もしくは
● バランスボール　● リセットポール　● ほぐし〜と

● スポーツオアシスご利用券（6回分）+タオル（１枚）もしくは
● バランスボール&リセットポールセット

東急ステイ ー ー ● 東急ステイ無料ご宿泊券
　（1泊1名様、シングルタイプ）

リゾートホテル・ゴルフ場・スキー場（グリーンシーズン） ● リゾート施設ご利用券（1,000円券×２枚） ● リゾート施設ご利用券（1,000円券×５枚） ● リゾート施設ご利用券（1,000円券×10枚）　

リゾートイン ー ー ● リフレッツ倶楽部平日ご招待券　
　（平日・日曜日１泊２名様　朝食付き）

2015年
3月

2016年
3月

2017年
3月

2018年
3月

2019年
3月9月 9月 9月 9月

継続保有期間（当社株主名簿に同一株主番号で継続して記載）

導入時
特典

正規
運用

2016年度

2017年度

2018年度

2019年度

今回発送
2017年6月
発送

2018年6月発送

2019年6月発送

3年

3年

年度
基準日

●各コースの商品は当社ホームページからもご確認いただけます。

Q1 カタログギフトにはどのような商品がありますか？
A1 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

場等でのお支払いにご利用いただける施設利用券等、各コースとも
100品をこえる商品がラインナップされています。

Q2 2015年3月末から持ち続けていれば毎年送られてきますか？
A2 はい。継続保有（（※1）参照）に該当する方に進呈区分に応じてお送りします。
Q3 保有株式数を変更した場合、進呈区分は変わりますか？
A3 当該3月末基準日を含む直近7回（2016年度は3回、2017年度は

5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
トを進呈します。（（※2）参照）

株主優待制度について
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「株主様ご優待券」の変更について2
当社グループ施設を割引にてご利用いただける「株主様ご優待券」は、2016年6月発行分より、保有株式数
に応じて発行区分を変更しました。また、スポーツ優待共通券は、6月と12月の発行枚数が同一になりました。
加えて、新しくご利用いただける優待内容をご紹介します。

発行枚数（半期）／年2回発行
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 2 4 8
❷	 宿泊優待共通券	 ● 東急ステイ ● リゾートイン ● パラオパシフィックリゾート 2 4 6 12
❸	 スポーツ優待共通券	 ● ゴルフ場 ● スキー場 ● 東急スポーツオアシス 2 4 6 12
❹ 買物優待券 ● 東急ハンズ （優待カード 利用制限なし） — — 1 1

株主様ご優待券の発行区分について

新しくご利用いただける優待

https://hands.net/

● 東急ハンズのネットストアも割引の対象になりました。 ● スキー場（グリーンシーズン）のリフト券等も割引の対象になりました。

東急ハンズでの株主優待割引が、
店舗のみでなくネットストアでもご
利用いただけるようになりました。
お知らせしたクーポンコードを事前
に入力していただくと、商品料金が
5%OFFになります。東急ハンズネ
ットストアでは、コスメやキッチン用
品、ステーショナリーからインテリア
まで幅広く取り揃えています。お気
に入りの商品を見つけて、お買い物
をお楽しみください。

リフト券を中心にスキー場（グリーンシーズン）の株主優待割引が、ご利用いただけるようにな
りました。

たんばらラベンダーパーク ハンターマウンテン塩原
グランデコリゾート

【対象施設】 ●ニセコマウンテンリゾート　グラン・ヒラフ
 ●グランデコリゾート　●ハンターマウンテン塩原　●マウントジーンズ那須
 ●たんばらラベンダーパーク　●タングラム斑尾　●スキージャム勝山

関東最大5万株のラベンダー
東京から約2時間、群馬・玉原高原
に関東一の広さを誇るラベンダー
畑。ラベンダー関連商品もショップ
にて販売しています。

400万輪のゆり畑
約50種４００万輪の様々な色が咲き
乱れるハンターマウンテンゆりパー
ク。名物「ゆりソフトクリーム」もオス
スメです。

四季折々の大自然に囲まれた
会津裏磐梯・グランデコ
初夏の新緑から夏は夕涼みと秋の
紅葉をゴンドラ遊覧でお楽しみいた
だけます。また、時期によっては雲海
が見られるチャンスもあります。東急ハンズネットストア 検索

※ 買物優待券（東急ハンズ）は、6月のみ年1回発行します（有効期間〜翌年6月末まで）。

（枚）

※ ※

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

優待情報は当社ホームページにも
掲載しております。
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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19,230名
ホームページアドレス http://www.tokyu-fudosan-hd.co.jp
所 在 地 〒107-0062

東京都港区南青山2-6-21 TK南青山ビル

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

■	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 榊　　真二
取締役副社長執行役員 植村　　仁
取締役副社長執行役員 雜賀　克
取締役専務執行役員 北川　登士彦
取締役専務執行役員 西川　弘典
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

取 締 役 津田　　登※１

取 締 役 榎本　　隆※１

専 務 執 行 役 員 吉浦　勝博
執 行 役 員 今野　一男
執 行 役 員 古沢　繁之
執 行 役 員 岡田　正志
執 行 役 員 木村　昌平
執 行 役 員 持田　一夫
執 行 役 員 久野　賢策
執 行 役 員 兼松　将興
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	 （2016年6月28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32,063,644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 71,985名
単元株式数 100株

所有者別分布状況	
個人その他
16.35%
104,803,472株
70,675名

個人その他
16.35%
104,803,472株
70,675名

金融機関
31.02%
198,810,234株
79名

金融機関
31.02%
198,810,234株
79名

その他国内法人　
16.33%
104,656,010株
583名

その他国内法人　
16.33%
104,656,010株
583名

外国法人等
29.36%
188,146,715株
579名

外国法人等
29.36%
188,146,715株
579名

金融商品取引業者
1.93%
12,350,899株
68名

金融商品取引業者
1.93%
12,350,899株
68名

自己名義
5.00%
32,063,644株
1名

自己名義
5.00%
32,063,644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） 96,879 15.91
日本トラスティ・サービス信託銀行（株）信託口 35,888 5.90
日本マスタートラスト信託銀行（株）信託口 31,250 5.13
三井住友信託銀行（株） 21,008 3.45
第一生命保険（株） 14,918 2.45
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 8,127 1.34

日本生命保険（相） 8,107 1.33
日本トラスティ・サービス信託銀行（株）
信託口４ 7,387 1.21

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 7,127 1.17

日本トラスティ・サービス信託銀行（株）
信託口７ 6,647 1.09
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