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東急不動産ホールディングスグループは、2013年10月の設立以来、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・関連事業の７つの事業アプローチから人と暮らしをトータルに見つめる総合生活産業を展開しています。
この幅広い事業領域は約１千万人ものお客さまとの接点を生み出し、当社グループの大きな強みとなっております。

5,296
億円

約8.4
万戸

約47.9
万戸

19,435
件

約1,278
万名様

住まいへ、暮らしへ、ビジネスへ

BRANZブランドで、時代のニーズ
に対応した上質なマンションを供
給しています。
※一部共同事業を含みます。

東急コミュニティー、コミュニティ
ワンの2大ブランドを中心に、マン
ション総合管理戸数は年々増加し
ています。

新規出店や「リバブルあんしん仲
介保証」等のサービス充実に努め、
取扱件数は年々増加しています。

分譲マンション
累計供給戸数

約9.0
万戸

マンション
総合管理戸数

約51.5
万戸

AUM（※）

7,873
億円

売買仲介
年間取扱件数

23,278
件

約1,407
万名様

2017年
3月末

2014年
3月末

東急不動産がスポンサーを務める
REIT･私募ファンドの運用資産は
年々増加しています。

※AUM Assets under managementの略
 運用資産残高・総関与資産残高

イントロダクション 成長の軌跡  ― 3年前との比較 ―
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2016年 11月、学生マンション市場という新たなマーケット
の獲得により賃貸住宅管理事業の成長を加速するとともに、
学生、教育機関という新たなお客さまとの接点を通じて、グ
ループ各社への派生事業や事業機会の獲得に取り組むため、
学生情報センターを子会社化しました。

長期的にご支援をいただいている株主の皆さまに、別途優待
品を贈呈させていただく「継続保有株主優遇制度」の運用を
開始しました。「継続保有株主優遇制度」は、3年以上継続保
有の株主の皆さまに、保有株式数に応じてカタログギフトを
贈呈する制度です。

詳細はP9「株主優待制度について」をご覧ください。

19,435
件

約1,278
万名様

29
店舗

17,594
人

住まいへ、暮らしへ、ビジネスへ ―輝きひろげる総合生活産業

東急ハンズ
店舗数

46
店舗

グループ
従業員数

20,421
人

ウェルネス事業
年間延施設利用顧客数

約1,407
万名様

2014～2016年度      グループトピックス

2015
2015年4月、賃貸住宅の管理・運営から税務相談や相続対
策などの賃貸経営に関するコンサルティングまで、住宅ストッ
ク市場におけるワンストップサービスの提供を目指し、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賃貸住宅
事業を統合し、東急住宅リースが営業を開始しました。

「東急住宅リース」 営業開始

2016
「学生情報センター」子会社化

「継続保有株主優遇制度」の 
運用開始

東急ハンズは、日本全国
のみならず海外にも3店
舗出店しています。

事業規模の拡大やM&A
により従業員数が増加し
ました。

会員制リゾートホテルやゴルフ場、
スキー場、都市型ホテル、フィット
ネスクラブのご利用者数は年々増
加しています。
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不動産業では、オフィスビル市場は、需給バラン

スがタイトな状況のもとで、賃料水準はゆるやか

な上昇傾向が継続し、また不動産投資市場では、

良好な資金調達環境のもとで激しい物件取得競

争が続きました。分譲住宅市場では、販売価格高

止まりの影響から、お客さまの選別化傾向が一層

強まりました。

当社グループでは、投資家向けビル等売却収益

の減少などから、売上高は8,085億３百万円（前

期比0.9％減）となりましたが、分譲マンションの

利益率改善や仲介・ウェルネス事業が好調に推移

したことなどから、営業利益は732億27百万円

（前期比6.5％増）、経常利益は636億31百万円

本年5月、当社グループは、中長期経営計画の

後半期（STAGE2）として、4ヵ年にわたる「中期経

営計画2017-2020」を策定いたしました。計画の

詳細は、本報告書の特集記事として別途ご説明申

しあげますが、中長期経営計画の2つの基本方針

である「関与アセット拡大」と「新たな需要創出」を

第４期を振り返って

STAGE２「中期経営計画2017-2020」
と第５期の見通し

（前期比12.9％増）、親会社株主に帰属する当期

純利益は315億18百万円（前期比9.7％増）を計

上し、中長期経営計画「Value Frontier2020」の

前半期（STAGE１）の目標である2016年度の営

業利益730億円、D/Eレシオ2.6倍をそれぞれ達

成いたしました。

T O P  I N T E R V I E W トップインタビュー

継続しながら、グループの総合力を活かした3つ

の成長戦略として、「ライフスタイル提案型の街づ

くり」、「循環型再投資事業の領域拡大」、「ストッ

クの活用強化」を推進してまいります。

加えて、グループの幅広い事業基盤を活かした

事業間シナジーの取り組みや、ESG（環境・社会・

ガバナンス）マネジメントに注力することにより、

収益基盤の持続的成長と長期的な企業価値向上

を図り、「価値を創造し続ける企業グループ」の実

現を目指してまいります。

また、第5期におきましては、本計画を推進しな

がら、最高益（親会社株主に帰属する当期純利益）

の達成に向けて取り組んでまいります。

変わりゆく時代への挑戦
変化を先取りし、果敢に挑む。
グループ共創で、
価値を創造し続ける企業グループへ

大隈 郁仁
代表取締役社長
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□ 中期経営計画2017-2020の詳細については、
 P5-6をご参照ください。

□ 株主さま懇話会については、
 P8をご参照ください。

□ 株主優待制度については、
 P9をご参照ください。

売上高の推移 （全社・消去除く）

8,155 8,085

（単位：億円）

第3期
2016年3月期

第4期
2017年3月期

2,490

1,085

1,486

821
944
972

496

2,587

1,177

1,452

803
902
957

512

■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
1,113

流動資産
5,880

固定負債
10,831

流動負債
5,377

純資産
4,463

有形
固定資産
11,408

投資その他
の資産
2,270

総資産 20,672

第4期
2017年3月31日

無形
固定資産
1,066

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

（単位：億円）

第4期
2016年4月1日～2017年3月31日

現金及び
現金同等物の
期首残高

399

230

現金及び
現金同等物に係る
換算差額

10

現金及び
現金同等物の
期末残高

619

投資活動による
キャッシュ・フロー

△710

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
689

売上高   仲介事業やウェルネス事業が好調に推移したものの投資家向けビル等売却収益の減少により対前期70億円の減収。
総資産   販売用不動産の増加により前期末から合計828億円増加。

株主の皆さまとの長期的な信頼関係構築に向

けては、本年2月に株主さまとの懇話会を実施い

株主の皆さまへ

POINT

たしました。ご応募・ご参加いただいた株主さまに

は、応募者アンケートを通じて、あるいは懇話会の

場で、数多くの貴重なご意見を賜りありがとうご

ざいました。株主さまからの声を真摯に受け止め、

さらなる成長に向けて経営に取り組んでまいる所

存です。また、今回から本報告書のタイトルを「株

主の皆さまへ」に改めております。当社グループの

経営方針や事業内容をお伝えするだけでなく、株

主の皆さまから寄せられたご質問やご意見等に

も、できる限りお答えしてまいります。

次に株主還元では、安定的な配当の維持継続と

ともに配当性向25%以上を目標とする方針に基

売上高 8,400億円

営業利益 735億円

経常利益 640億円

親会社株主に帰属する当期純利益 345億円

■第5期（2017年度）業績予想 づき、今回の期末配当は引き続き1株につき6.5円

とさせていただきました。また、株主優待制度につ

いては、株主さまの声を踏まえて内容の拡充や見

直しを図りましたので、ぜひご活用いただければ

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上げます。
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STAGE 1 
前・中期経営計画

STAGE 2
新・中期経営計画

STAGE2 「中期経営計画 2017−2020」始動！
本計画は、2014年度から2020年度
にわたる中長期経営計画の後半期（ス
テージ2）となります。2020年度には、
東急グループの総力を挙げた再開発
事業の推進により渋谷駅周辺が大き
な変貌を遂げ、東京五輪が開催され
るなど経済活動の節目を迎えます。当
社グループでは、将来のありたい姿を

「価値を創造し続ける企業グループ」
と定め、ステージ2においては、2021
年度以降の新たなステージを見据え、
将来の新たな収益の柱確立および安
定的キャッシュフロー創出に向けた活
動を推進します。

当社グループの強みを活かして「関与アセット
拡大」を推進。アセットに関わるお客さまとの
長期持続的な接点をもとに幅広いニーズへ対
応、「新たな需要創出」を目指します。

［自社保有資産］
［REIT・ファンド運用資産］

［お客さま保有資産］

資産運用

CRE
BM

AM PM

リフォーム

修繕工事

中期経営計画2017-2020の位置づけ

2つの基本方針

Value Frontier 2020 
価値を創造し続ける企業グループへ

東急プラザ銀座
開業

南平台PJ
開業

道玄坂一丁目
駅前地区開業

都市再生ステップアップ
PJ（竹芝地区）開業

東京五輪
開催

新たな
ステージへ

Value Frontier 2020
価値を創造し続ける企業グループへ

中長期経営計画

〈グループ基本方針〉

❶関与アセット拡大 ❷新たな需要創出

当社グループの強み
幅広い事業展開と長期持
続的なお客さま接点により、
お客さまのライフステージ
に合わせた商品・サービス
をグループ全体で提供でき
ることが強みです。

多様なアセットにおける
開発ノウハウ

投資マネジメント
事業での

豊富な実績

投資を伴わない
アセット関与

（管理・仲介・運営受託）

アセットに関わる
お客さまとの

長期持続的な接点

❶関与アセット拡大

❷新たな需要創出

ショッピング

働き方

過ごし方

住まい方

ライフステージ 就学期

2021-2017-20202014-2016

アルバイト紹介
学生向け賃貸住宅

戦略解説
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STAGE2 「中期経営計画 2017−2020」始動！ 今後の成長戦略は？

VOICE 株主さまの声

グループ総合力を活かした3つの成長戦略により、収益水準を持続的に成長させな
がら、当社グループのありたい姿の実現を目指します。 株主価値向上および自己資本の充実に向けて、当期純利益※の安定的な成長

を目指すとともに、財務健全性（D/Eレシオ）の長期持続的改善およびキャッシュ
フロー創出力の強化を図ります。

●2020年度の目標

●営業利益・当期純利益※・D/Eレシオ推移

営業利益

930億円
D/Eレシオ

2.3倍程度
当期純利益※

420億円
EBITDA倍率

10倍水準

3つの成長戦略 目標指標

2016年度
実績

732

2.6 2.6

2.3
735

315 345

930

420420

2017年度
計画

2020年度
目標

（倍）（億円）■営業利益　■当期純利益※ D/Eレシオ

❶ライフスタイル提案型の街づくり
広域渋谷圏構想 世代循環型の街づくり

❷循環型再投資事業の領域拡大
投資領域拡大 米国事業強化

❸ストックの活用強化
管理事業強化 仲介事業強化

収益水準の持続的成長

ありたい姿の実現

価値を創造し続ける
企業グループへ

利益成長と財務基盤強化を両立させ
将来における安定的CFを創出する

ハコやモノの枠を超えて
ライフスタイルを創造・提案する

●事業間シナジーの取り組み強化
●グループ経営資源最適化／ESGマネジメント

ショッピング

オフィス

賃貸住宅

フィットネス

福利厚生代行

新築マンション

ホテル

中古住宅・リノベーション・リフォーム

リゾート

就学期 就業期 セカンドライフ

シニア住宅

アルバイト紹介
学生向け賃貸住宅

D/Eレシオ…有利子負債／自己資本　　EBITDA倍率…有利子負債／EBITDA（償却前営業利益）

※当期純利益＝親会社株主に帰属する当期純利益
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東京都港区・京都市・札幌市・
福岡市にて新規開業

ホテル「東急ステイ」
地方初出店

2017年以降地方主要都市への出店加速
東急ステイは、現在、東京都区内で17店舗（2,445室）を出店し

ていますが、今後は東急ステイ独自のコンセプトである『１泊でも
中・長期滞在でも快適な空間』を、東京都内はもちろんのこと、全国
にも展開したいと考え、地方展開を推進します。まずは、今後２年
間で、東京都港区、京都市（２店舗）、札幌市（２店舗）、福岡市で合
計６店舗の出店を計画しており、以降も、ビジネスユースを中心に

需要が底堅く、継続的に増加が見込まれる 
インバウンド需要のある地方主要都市を
中心に出店を進めていく予定です。

TOPICS 1

グループ4社が
「健康経営優良法人

2017」に認定
企業の持続的な成長のための

健康経営を実践
東急不動産ホールディングス、東急不動産、東急リバブルおよび東急

スポーツオアシスの４社は昨年度から制度開始となった健康経営優良法
人認定制度において、健康経営優良法人２０１７として認定されました。

東急不動産ホールディングスグループ各社では、従業員の心身の健康
と活力が企業の持続的な成長の基盤であるとともに、健康寿命の延伸は

社会の要請に応えることであると考えており、各社の健康方針に基づ
き、従業員の健康の維持・向上をはかる「健康経営」を進めてい

ます。

TOPICS 2

東急ステイ京都両替町通
所在地 京都府京都市中京区 
 両替町通姉小路下ル柿本町392番他
交　通 京都市営地下鉄烏丸線・東西線
 「烏丸御池」駅徒歩3分
開　業 2017年秋（予定）

新規開発ホテルの概要

東急ステイ京都両替町通

VOICE 株主さまの声

地方初出店

従業員は元気に働いていますか？

◆健康経営優良法人認定制度について
健康経営優良法人認定制度とは、経済産業省
が地域の健康課題に即した取組や日本健康
会議が進める健康増進の取組をもとに、特に
優良な健康経営を実践している大企業や中
小企業等の法人を顕彰する制度です。

　 従業員の健康の維持向上に取り組んでいます。

TOPICS 企業価値向上を

推進中！
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5期連続増配予定です。

2018/3
（予想）

■期末配当金（円）  
■中間配当金（円）

2014/3 2015/3 2016/3 2017/3

7.0

7.5

14.5

3.5

4.5

8.0

5.0

5.0

10.0

5.5

6.5

12.0

6.5

6.5

13.0
1株当たり配当金の推移

安定的な配当の継続維持、配当性向25％以上を基本方針と
しています。

2017年3月期は、計画通り年間13円の配当、配当性向25.1%
を、2018年3月期は、利益成長に伴い5期連続の増配となる年
間14.5円の配当、配当性向25.6％を予定しています。

※東急不動産ホールディングスは2013年10月1日設立のため、
　2014年3月期中間配当金については東急不動産のデータを掲載しております。

個人投資家の皆さまに当社グループの事
業内容の理解を深めていただくことを目的と
して、2016年度もみずほ証券㈱、三菱UFJモ
ルガン・スタンレー証券㈱及び野村證券㈱の
支店等をお借りし、個人投資家さま向けＩＲ
説明会を開催、延べ300名近くのご参加をいただきました。当社グループへのご理
解を深めていただくとともに、個人投資家の皆さまから貴重なご意見を伺う有意義
な機会となりました。個人投資家さま向けIR説明会は本年度も開催してまいります。

Q 配当の考え方、見通しを教えてください。

本年2月21日、株主さまとのより良いコミュニケーションを
めざした取り組みとして、個人株主の皆さまから貴重なご意見
を頂戴するとともに、当社グループの施設をご見学いただく株
主さま懇話会を開催しました。

当日は会場である東急ステイ銀座のご説明、ご見学の後、昼
食をはさんで社長、役員との懇話会を実施。ご参加いただいた
12名の株主さまからは、多くの貴重なご意見を頂戴しました。

今後も、さらなる企業価値向上をめざし、株主の皆さまとの
対話を継続していきたいと考えています。

株主さま懇話会をはじめて開催しました。

個人投資家さま向けIR説明会を 
開催しています。

東急ステイ銀座での
株主さま懇話会の様子

Q 株主総会以外に株主との交流はありますか？

Q  個人投資家向けにはどのようなIR活動を行っていますか？

株主さま懇話会開催に伴う応募者アン
ケートにおいて多くの株主の皆さまか
ら貴重なお声をいただきました。今回
は、そのなかから特に多かったご質問に
お答えします。

個人投資家さま向けIR説明会

VOICE 株主さまの声株主さまとのコミュニケーション
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株主優待制度のご紹介 当社では株主の皆さまに感謝の意を表するとともに、一層のご理解・ご支援
をいただくことを目的として２つの株主優待制度を導入しております。
本年2月21日に開催した株主さま懇話会の応募者アンケートでは、株主優待に
ついてたくさんのご意見・ご質問をいただきありがとうございました。そのな
かから特に多かったご質問についてお答えします。

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

100株以上保有の株主さまに、当社グループが運営している
リゾート施設や都市型ホテル、フィットネスクラブ、東急ハン
ズ※をご優待料金にてご利用いただけるご優待券です。詳
細は同封の「株主様ご優待券のご案内」をご覧ください。 継続保有株主優遇制度（カタログギフトの贈呈）では、

カタログギフトからお好きな商品を1つお選びいただけます。
★ 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は、

株主様ご優待券の対象施設でのお支払いにご利用いただけます！
 （株主様ご優待券と施設利用券の併用も可能です）
★ 東急ハンズがセレクトした商品、グルメ（食品）がお選びいただけます！

2017年6月発行分の株主様ご優待券より、以下の通り優待内容を拡充しま
した。記載事項以外は従来と変更はありません。

対象施設 株主優待拡充内容

東急ハンズ
お買い物優待カード

5,000株以上：10%割引（割引率アップ）
500株以上1,000株未満：5%割引（追加）
★hands+の商品も割引価格で購入できます！

ゴルフ場 土日祝日も会員様ご同伴料金でご利用可能（追加）
（但し、ご利用対象施設は異なります）

パラオパシフィックリゾート アクティビティパスを1枚付与（追加）

リゾートイン 割引額の変更（2017年9月1日〜）
（変更前：540円→変更後：540〜810円）

2017年6月発行分から、株主様ご優待券を保管やお持ち運びに便利な冊子
形式に変更しました。優待内容や利用方法のご案内も見直しています。

500株以上、3年以上継続保有の株主さま※に、対象
期間の保有株式数に応じてオリジナルカタログギフ
トを年1回(6月末)贈呈します。カタログギフトは、東
急ハンズの商品を中心に、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、東急ス
ポーツオアシスご利用券等からお好きな一品をお選
びいただけます。

※ 制度運用開始2年目となる本年度は、当社の株主
名簿に同一株主番号で2015年3月末日、2015年
9月末日、2016年3月末日、2016年9月末日、2017
年3月末日の基準日に掲載された株主さまに対
し、その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同封しています。

株主優待制度

いろいろな施設をお得に
利用できるのね！

3年以上継続保有すると
商品や施設利用券が
選べるカタログギフトが
もらえるのね！

リニューアル
しました

割引券ではなく、金券や商品等に変更してほしい。

優待対象施設や優待内容を拡充してほしい。

案内がわかりづらくて使いづらい。

株主様ご優待券

継続保有株主優遇制度（カタログギフトの贈呈）

当社の株式は継続してお持ちいただくと、
こんなメリットがあります。末永くご愛顧ください。

例えば、

!

!

!

VOICE 株主さまの声

※500株以上保有の株主さまに限ります。

株主優待制度について
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PICK
UP!
注目商品

東急ハンズは、様々なお客様の毎日を、

もっと輝かせる魅力的なライフスタイルを提案しています。

暮らしを彩るアイテムに、さらなる楽しさや快適さをプラス。

自分らしい個性に、さらなる洗練やこだわりをプラス。

「hands+（ハンズプラス）」は、暮らしを彩るアイテムに、

新しい価値をプラスした東急ハンズのオリジナル商品です。

商品に対する熱い想いをもって、たくさんの商品に触れ、

お客様の声をうかがえる東急ハンズだからこそできた

「hands+（ハンズプラス）」。

今後の商品展開にぜひご期待ください。

持ち手のボタンを押すだけで開
閉できる、自動開閉式の折りた
たみ傘です。お買い物などで片
手がふさがっているときに便
利。紫外線遮蔽率（UVカット）
90％の雨晴兼用タイプ。

「旅先で洗っても乾きやすい。荷物を増やさな
い。」東レの機能素材を使用した、旅を快適に過ご
していただくための機能性インナーウェアです。

【脱水5分後の乾燥時間　60分以内】

hands＋は、暮らしを彩るアイテムに、
新しい価値をプラスしたオリジナル商品です。

「Spec」で語れること。「Design」で選ばれること。
そして、いつも新しい「＋」の提案であること。
それがhands＋の信念です。

solution(解決)、refine(快適、便利)、creative(発見)のいずれ
かの点で、明確でわかりやすい付加価値を、お客様へ提案します。

創る人、提案する人、使う人全員が、「モノに惹きつけられる直感」
の共有を目指します。様々なライフスタイルのお客様が共有できる
デザインを提案します。

「＋する」というコンセプトそのものが、東急ハンズの信念です。何を
「＋」するか、いかに「＋」するか、常に新しい提案を心がけています。

東急ハンズオリジナル商品
（ハンズプラス）
のご紹介

のスペックは「付加価値」です。

のデザインは「共有価値」です。

いつも新しい「＋」を提案します。

P9に記載のとおり、株主優待に
より割引価格でご購入いただけ
ます。ぜひご利用ください。

自動開閉
折り畳み傘

コインロッカーに収納可能なコン
パクトサイズです。本体は軽量か
つ丈夫なポリカーボネイトを使用
しています。外付けのトロリーシ
ステムにより内装の凹凸を軽減
し、収納性をアップしました。

スーツケース

tabigi
（タビギ）

https://hands.net/special/
custom/handsplus/

詳細はこちら

使用例
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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20,421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
取締役執行役員 榊　　真二
取締役執行役員 植村　　仁
取締役執行役員 雜賀　克
取締役執行役員 北川　登士彦
取締役執行役員 西川　弘典
取締役相談役 植木　正威
取締役 野本　弘文
取締役 中島　美博
取締役 壱岐　浩一※１

取締役 津田　　登※１

取締役 榎本　　隆※１

執行役員 吉浦　勝博
執行役員 今野　一男
執行役員 木村　昌平
執行役員 兼松　将興
執行役員 古沢　繁之
執行役員 岡田　正志
執行役員 持田　一夫
執行役員 木村　成一
執行役員 河合　通恵
執行役員 田中　辰明
執行役員 亀島　成幸
常勤監査役 住田　　謙
常勤監査役 橋詰　雅彦
監査役 浅野　友靖※２

監査役 武智　克典※２

役員 （2017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32,066,159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 81,937名
単元株式数 100株

所有者別分布状況	
個人その他
17.87%
114,488,617株
80,541名

個人その他
17.87%
114,488,617株
80,541名

金融機関
31.84%
204,046,348株
81名

金融機関
31.84%
204,046,348株
81名

その他国内法人　
16.33%
104,645,310株
613名

その他国内法人　
16.33%
104,645,310株
613名

外国法人等
26.63%
170,661,449株
635名

外国法人等
26.63%
170,661,449株
635名

金融商品取引業者
2.33%
14,922,591株
65名

金融商品取引業者
2.33%
14,922,591株
65名

政府・地方公共団体
0.00%
500株 1名

政府・地方公共団体
0.00%
500株 1名
自己名義
5.00%
32,066,159株 1名

自己名義
5.00%
32,066,159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
日本マスタートラスト信託銀行（株）信託口 33,301 5.47
日本トラスティ・サービス信託銀行（株）信託口 30,847 5.07
三井住友信託銀行（株） 21,008 3.45
第一生命保険（株） 14,918 2.45
日本トラスティ・サービス信託銀行（株）信託口９ 9,716 1.60
日本トラスティ・サービス信託銀行（株）信託口５ 8,769 1.44
シービーホンコンピービージー
クライアントエスジー 8,687 1.43

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 7,616 1.25

お知らせ

会社概要／株式の状況 （2017年3月31日現在）
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