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安の再燃や原油価格の上昇、海外景気の下振れ

懸念等のリスクが内包していることから、景気

回復の先行きは依然として不透明な状況にあり

ます。

　分譲住宅市場では、税制面での政策支援の継

続により、堅調な販売状況が続くことが期待さ

れる一方で、オフィスビル市場では、好立地でハ

イグレードなビルへの移転需要が高まっており、

需給バランス改善が期待されるものの、本格的

な回復には今暫く時間を要するものと思われま

す。加えて、国内生産人口の減少や高齢化社会

の進展など、事業環境が大きく変化するなかに

あって、当業界のビジネスモデルも時代を先取

りした変革を遂げていくことが求められており

ます。

 今後の成長へ向けた取り組み

　このような事業環境のもと、当社グループで

は、「お客様」を中心に据え、グループ連携による

バリューチェーンの強化を図り、幅広い事業領域

を活かしてお客様に必要とされる事業価値の

創造を目指してまいります。分譲業においては、

製造・販売・管理の連携強化によるお客様の

ニーズを反映した事業を推進するほか、賃貸業

販売を中心に震災以降も底堅く推移いたしまし

たが、オフィスビル市場では、震災を契機として

グレードの高いビルへのニーズが高まり、企業

の移転等の需要が創出されたことで、空室率に

改善の兆しが見られたものの、賃料水準は引き

続き弱含みの傾向が継続いたしました。

 当期の業績

　このような事業環境のもと、当社グループで

は、当期を初年度とする3ヵ年の中期経営計画

『Value Innovation 2013』に基づき、各事業を

推進するとともに、財務基盤及びグループ経営

基盤の強化に取り組んでまいりました。

　その結果、当期の業績については後記のとおり

ですが、ビル売却配当を前期に計上したことや分

譲マンションの計上戸数減少等により、売上高は

減収、営業利益及び経常利益は減益となりました

ものの、当期純利益は特別利益の増加などから

増益となりました。

 今後の事業環境

　今後の我が国経済は景気の持ち直し傾向が

継続することが期待されるものの、欧州財政不

 

　株主の皆様には平素より格別のご高配を賜り

厚く御礼申し上げます。当期の報告書をお届け

するにあたり、一言ご挨拶を申し上げます。

 当期における事業環境

　当期における我が国経済は、東日本大震災の

影響による厳しい状況が継続するなか、緩やかに

持ち直しの動きが見られたものの、雇用情勢は

依然厳しく、円高進行や海外経済の減速等によ

り先行き不透明な状況が続きました。

　不動産業界におきましては、分譲住宅市場は、

低金利や政策支援を背景として、マンションの

代表取締役社長  
金指　 潔
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では、ディベロップメント力やアセットマネジ

メント力等のさらなるレベルアップを図るとと

もに、REIT事業と有機的に連携することで、関

与資産から得られる収益の最大化を目指してま

いります。また、運営業では、グループ連携での

運営力強化を図りお客様満足度の向上に継続的

に取り組んでまいります。さらには、中国やインド

ネシアをベースに海外における事業を展開する

一方で、グループリソースを活用した新たなビジ

ネスモデルの創出に取り組んでまいります。

　このような一連の事業活動を推進することに

より、景気変動や市場動向に対する強固な財務

基盤及び経営基盤の構築を目指してまいります。

　また、当期に制定した環境ビジョンに基づく

地球環境配慮への一層の取り組みや震災復興

支援などの社会貢献活動を通じた企業の社会

的責任（CSR）を充分に果たしていくとともに、

コーポレートガバナンスや内部統制システムの

充実にも注力し、健全かつ透明性の高いグルー

プ経営体制を構築してまいる所存であります。

　株主の皆様におかれましては、引き続き倍旧

のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上

げます。

2012年6月

連結財務ハイライト 連結財務ハイライトは億円未満を四捨五入して表記しております。
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　“「ここでしか｣｢ここだから｣をカタチに”
という開発コンセプトのもと、日本のファッ
ション・カルチャーの情報発信拠点にふさわし
い商業施設が誕生いたしました。同施設は、初
出店・新業態を取り揃えたテナントで構成さ
れ、また明治神宮の森や表参道のケヤキ並木と
いう緑多きエリア環境を承継した施設となりま
す。屋上には、まさに「都市の広場＝プラザ」を具
現化した、来街者が使用できる屋上テラス「おも
はらの森」を設置。会社創業より脈々と受け継が
れる『まちづくり』のDNAをより深化させた、当
社の目指す「地域と環境とが共生した施設づく
り」の代表的な施設となります。

　「東急プラザ 表参道原宿」の開業により、さら
なる街の価値向上、エリア全体の発展に貢献し、
そして日本のファッション・カルチャーの中心
地に立地する施設として、世界に向けた一大
情報発信拠点となることを目指します。

2012年4月18日、日本のファッション・カルチャーの歴史に
大きな影響を与えてきた「表参道・原宿」エリアの中心地に
「東急プラザ 表参道原宿」がオープンいたしました。

日本を代表する交差点に
“ファッションテーマパーク”が誕生
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　6月末、東京メトロ銀座線「外苑前」駅徒歩約3分、青山通りと外苑西通りの交
差点という希少性の高い立地に「スプライン青山東急ビル」（東京都港区）が竣工
いたします。3階から8階はオフィス、1階・2階は店舗が入居予定であり、「南青山」
の新しいシンボルとしてふさわしい、洗練されたデザイン・最新のスペックを備え
たビルが誕生します。
　また、6月より当社が単独貸主として運営するオフィスに入居されているテナン
トの皆様を対象とする会員制WEBサイト「おふぃすとCLUB」を本格的に開始い
たしました。宿泊施設やレジャー施設、自己啓発等、様々な優待情報を入手でき、
より充実したオフィスライフをお過ごし頂きたいという想いを込めて、誕生した
新サービスであり、グループ会社㈱イーウェルと提携し、運営してまいります。

都内最大級の再開発事業「二子玉川ライズ」において
「二子玉川東第二地区第一種市街地再開発事業（第2期事業）」が着工
核テナントに東急スポーツシステム、東急ホテルズ、東急レクリエーションが出店

　2011年に開業いたしました「二子玉川ライズ・ショッピン
グセンター」は、2012年3月19日に開業1周年を迎えました。
開業から1年間の来館者は延べ約1，800万人を数え、街に
大きな賑わいを与えています。
　第2期事業では、高層棟にオフィス、ホテルを、低層棟に
シネマコンプレックス、フィットネスクラブ、店舗を配置する
計画であり、2015年6月（予定）の竣工を目指して、2012年
1月に着工いたしました。また、大規模な屋上緑化施設を含
む「水と緑の公開空地」を整備し、周辺の豊かな自然環境と調
和した街づくりを行います。

　同時に、「二子玉川」駅から（仮称）二子玉川公園までつなが
る、完全に歩車分離された歩行者専用通路（リボンストリー
ト）を整備することにより、安全で快適な複合都市の創出を
目指します。今後、第2期事業を着実に推進するとともに、
豊かな自然環境に恵まれた複合都市としての強みを活かし
たワークスタイルのイノ
ベーションを提案するこ
とにより、「日本一働きた
い街」二子玉川の創造を
実現してまいります。

2012年6月 
「スプライン青山東急ビル」竣工
当社オフィス入居テナントを対象とする新サービスを本格開始
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　4月18日にハンズ ビーとしては最大の売り場面積（約640平方メートル）とな
る「ハンズ ビー 東急プラザ表参道原宿店」がオープンいたしました。ハンズ ビー
の旗艦店となるこの店舗では、今回新たな取り組みとして、スタイル別に【PLAY】
【TRAVEL】【FIELD】【DESK】【HOUSE】【ROOM】という6つのゾーンを配置し、
女性の感性を刺激する高感度でこだわり感のある商品を提案してまいります。
　また、4月19日には、東京・お台場エリアの「ダイバーシティ東京 プラザ」にハンズ 
ビーが出店いたしました。観光地としても注目されるお台場という立地に合わせ
た、国内外の旅行客向けのスーベニールコーナーや、新しいモノ・コトに敏感な20
～30代女性や週末利用のファミリー層に向けた、「思わず手にとってしまうよう
な商品」、「誰かに贈りたくなるような商品」をご用意しております。
　さらに、東急ハンズでは地方中核都市へのフランチャイズ展開を進めており、
今後、沖縄県宜野湾市に7月5日に開業予定の大型ショッピングセンター「（仮称）
宜野湾コンベンションシティ」内に、㈱サンエーの運営による新店舗を出店する
予定です。

小型専門店「ハンズ ビー」、
2012年4月に2店舗を相次いでオープン
今夏にフランチャイズ店舗を沖縄に出店

東急不動産グループによるCSR活動

建設中の首都圏分譲マンション
全物件において建築現場の仮囲いに
壁面緑化を実施
東急不動産の住まい「BRANZ（ブランズ）」

　首都圏で建設中の東急不動産の住まい「BRANZ（ブランズ）」の全
物件（※）において、建築現場に設置する仮囲いの壁面をグループ会社
である㈱石勝エクステリアの「アースウォール工法（工法特許）」を
用いて緑化いたします。初導入は「ブランズ亀有」で、今後も継続し
て全ての分譲マンションに設置してまいります。
※ 共同事業による非幹事物件等を除く。

　初導入となる「ブランズ亀有」に
おいては、環境への配慮、都市空間
における潤いある住宅を目指し、仮
囲いの緑化だけでなく、エントランス
正面の丸柱をはじめとした壁面へ
の緑化も予定しております。
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　「東急プラザ 表参道原宿」の屋上テラス「おもはらの森」に
ケヤキやカツラなどの高木を配した大規模な屋上緑化を計画
し、表参道・原宿エリアの中心に森を創出いたしました。
　また、同施設を日本鳥類保護連盟主催の「バードピア」に
登録いたしました。「おもはらの森」を通して明治神宮や周辺
のケヤキ並木とグリーンネットワークを形成し、鳥など生物多
様性に富んだ街づくりで都市と自然とをつなぎます。
　当施設の屋上テラス「おもはらの森」では、鳥の水飲み場を
設置するなど、生物にも棲みよい環境づくりに取り組みました。
施設開業に先立ち、施設近隣の神宮前小学校のご協力を頂い
て、同小学校の児童が作ってくれた鳥の巣箱2個を、「おもはら
の森」に設置いたしました。巣箱は日本鳥類保護連盟 柳沢理事
監修のもと、明治神宮など周辺に
生息する鳥類（シジュウカラ、ス
ズメ等）の生態に合わせたもの
としています。神宮前小学校に
も同様に巣箱を設置し、地域を
つないだ生物多様性保全に取り
組みます。

「東急プラザ 表参道原宿」屋上に
ケヤキの高木を配し、都市に森を創出
屋上テラス「おもはらの森」を
バードピアに登録、生物多様性に配慮。
環境配慮型の商業施設で都市と自然をつなぐ
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売上高 営業利益
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　当期の業績は、売上高5,568億円（対前期比

△2.6％）、営業利益501億円（同△19.9％）、経

常利益349億円（同△36.5％）と、前期において

SPCを通じたビル売却による配当があったこ

とや分譲マンションの売上減等により減収減

益となりました。

　一方、特別利益において匿名組合等の連結に

よる負ののれん発生益等490億円を計上し、特別

損失においては匿名組合等の連結による減損

損失、商業施設・オフィスビル譲渡の決定による

減損損失等417億円を計上いたしました。加えて、

改正法人税法等による法人税率変更により税金

費用が減少したことから、当期純利益は342億

円（同＋194.9％）と大幅な増益となりました。

分　譲　業

　売上高は1,163億円（対前期比△18.5％）、営業
利益は67億円と大幅増益となりました。
　当期は、「ブランズ南雪谷」（東京都大田区）、「ブラ
ンズ青葉台二丁目」（横浜市）、「ブランズシティ都島
友渕町」（大阪市）等を計上いたしましたが、前期に
おいて大型タワーマンションである「二子玉川ライ
ズ タワー＆レジデンス」（東京都世田谷区）等の売
上が計上されていたため、マンションの計上戸数減
等から減収となる一方、利益率の改善やたな卸資
産評価損の減少等により増益となっております。
　販売については引き続き順調に推移し、完成
在庫も低水準を維持しております。賃貸住宅の
一棟売りを除くマンションの次期売上予想に対
する契約済み割合は、43％（同＋10％）となって
おります（単体）。

分譲業
20%

請負工事業
12%

小売業
15%

賃貸業
22%

運営業

仲介業

管理受託業
13%

10%

7%

その他
1%

連結売上高

5,568
億円
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　売上高667億円（対前期比＋8.3％）、9億円の

営業利益となりました。

　注文住宅やマンション共用部工事等の完工高

増加や費用削減により、増収増益となりました。

　受注についても、注文住宅、リフォームにお

ける建替代替商品、マンション共用部工事等、

いずれも順調に伸長しております。

　なお、㈱東急コミュニティーにおける地方支

店工事執行体制の変更により、管理受託業から

請負工事業に売上の一部を組替えております。

　売上高は853億円（対前期比＋12.8％）、営業

利益は18億円（同＋118.1％）となりました。

　㈱東急ハンズにおいては、新店開業により増

収増益となっております。当期は、防災用品等

を中心に販売が好調に推移いたしましたが、秋

以降、軟調に転じ、既存店18店舗の売上は減収

（同△1.7％）となりました。

　新規店舗としては、2012年4月に「ハンズ 

ビー東急プラザ表参道原宿店」（東京都渋谷区）、

海外初進出となる「東急ハンズ上海店」（中国上

海市）を開業したほか、2012年秋には「東急ハ

ンズ東京店」（東京都千代田区）の開業を予定す

るなど、着実な事業拡大に努めております。

　売上高は1,253億円（対前期比△10.5％）、営業

利益は353億円（同△40.8％）となりました。

　当期より匿名組合等29社を連結子会社といた

しました。従来、匿名組合等からの配当を売上高

に計上しておりましたが、連結により賃貸収益と

営業原価及び借入金の支払利息を計上したこと

による増収増益がある一方で、前期においてSPC

を通じたビル売却益340億円が計上されていた

こと等により、減収減益となっております。

　空室率（オフィスビル・商業施設）は、「あべの

マーケットパークキューズモール」（大阪市）の満室

開業等に加え、既存オフィスビルの稼働も改善し、

2.0％と引き続き低水準を維持しております（単体）。

8TOKYU LAND CORPORATION

R e v i e w  o f  O p e r a t i o n s



売上高 営業利益

729 747
51 49

0

800

400

200

600

第79期 第80期

（単位：億円）

0

60

40

（単位：億円）

20

第79期 第80期

売上高 営業利益

579 596 30

9

0

600

400

200

第79期 第80期

（単位：億円）

0

30

20

（単位：億円）

10

第80期第79期

売上高 営業利益

30 29377379

0

400

200

100

300

第79期 第80期

（単位：億円）

0

30

20

（単位：億円）

10

第79期 第80期

管　理　受　託　業 運　営　業 仲　介　業

　売上高は747億円（対前期比＋2.5％）、営業

利益は49億円（同△3.1％）となりました。

　㈱東急コミュニティーにおけるマンション管理

やビル管理の受注増により増収となる一方で、

業務品質向上のための費用増加等もあり減益

となっております。

　新築マンション市場が縮小しておりますが、公営

住宅の指定管理者となるなど、マンション管理

ストックの拡大に努めております。

　なお、3月末の管理物件数は、マンション405,911

戸、ビル1,356件と前期末より増加しております。

　売上高は596億円（対前期比＋2.9％）、営業

利益は30億円（同＋223.8％）となりました。

　シニア住宅において前期に開業した「グランク

レール成城」（東京都世田谷区）、「グランクレール

馬事公苑」（東京都世田谷区）の稼働による増収

に加え、東京電力㈱福島第一及び第二原子力発

電所事故に関する補償金を計上したこと、東日本

大震災の影響に対応するため費用削減に努めたこ

となどから、増収増益となっております。

　また、2013年8月に開業を予定している会員制リ

ゾートホテル「東急ハーヴェストクラブ熱海伊豆

山＆VIALA」は、会員権の販売が順調に進捗して

おります。

　売上高は377億円（対前期比△0.6％）、営業

利益は29億円（同△3.3％）となりました。

　売買仲介は、リテール部門において新規出店

するなど一般個人のお客様を対象とした実需取

引の拡大に努め、ホール部門においても不動産

投資市場における大型案件への取り組みを強

化したことから増収となりましたが、販売受託に

おいて前期に「二子玉川ライズ タワー＆レジデン

ス」（東京都世田谷区）等、大型マンションの計上

があったことから減収減益となっております。
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　資産の部では、匿名組合等の連結に伴う
固定資産の増加などにより前期末より合計
5,834億円増加、負債の部でも匿名組合等の
連結に伴う有利子負債の増加などにより前期
末より合計5,478億円増加しております。

　なお、当期末の有利子負債は10,640億円
で、前期末より5,042億円増加しております
が、負債のうち5,903億円は匿名組合等の借入
金です（自己資本比率：13.8％）。

POINT

連結貸借対照表 （単位：百万円）

科目 当期
2012年3月31日現在

前期
2011年3月31日現在

資産の部
流動資産 300,683 274,892
固定資産 1,444,090 886,526
有形固定資産 1,306,897 570,669
無形固定資産 27,274 26,878
投資その他の資産 109,918 288,979

資産合計 1,744,774 1,161,419
負債の部
流動負債 517,713 333,253
固定負債 951,713 588,337
負債合計 1,469,427 921,590
純資産の部
株主資本 228,894 197,113
資本金 57,551 57,551
資本剰余金 39,288 39,292
利益剰余金 133,243 101,455
自己株式 △1,189 △1,186

その他の包括利益累計額 11,910 11,525
少数株主持分 34,542 31,189
純資産合計 275,347 239,828
負債純資産合計 1,744,774 1,161,419

連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

科目 当期
自 2011年4月  1日
至 2012年3月31日

前期
自 2010年4月  1日
至 2011年3月31日

営業活動による
キャッシュ・フロー 44,885 66,178

投資活動による
キャッシュ・フロー △28,780 △146,178

財務活動による
キャッシュ・フロー △16,421 78,990

現金及び現金同等物に係る
換算差額 △36 △46

現金及び現金同等物の
増減額（△は減少） △352 △1,056

現金及び現金同等物の
期首残高 43,963 46,609

新規連結等に伴う
現金及び現金同等物の増加額 20,609 183

連結の範囲の変更に伴う現金及び
現金同等物の増減額（△は減少） － △1,774

現金及び現金同等物の
期末残高 64,220 43,963

連結損益計算書 （単位：百万円）

科目 当期
自 2011年4月  1日
至 2012年3月31日

前期
自 2010年4月  1日
至 2011年3月31日

売上高 556,841 571,443

売上原価 433,510 439,706

売上総利益 123,331 131,736

販売費及び一般管理費 73,245 69,234

営業利益 50,086 62,502

営業外収益 1,351 1,034

営業外費用 16,571 8,619

経常利益 34,866 54,916

特別利益 49,045 2,225

特別損失 41,739 35,582

税金等調整前当期純利益 42,172 21,559

法人税、住民税及び事業税 15,394 8,651

法人税等調整額 △11,332 △2,401

少数株主損益調整前当期純利益 38,110 15,308

少数株主利益 3,910 3,711

当期純利益 34,200  11,597

連結株主資本等変動計算書 当期（自2011年4月1日　至2012年3月31日） （単位：百万円）

株主資本 その他の包括利益累計額
少数
株主
持分

純資産
合計資本金 資本

剰余金
利益
剰余金

自己
株式

株主資本
合計

その他
有価証券
評価差額金

繰延
ヘッジ
損益

土地
再評価
差額金

為替換算
調整勘定

その他の
包括利益
累計額合計

当期首残高 57,551 39,292 101,455 △1,186 197,113 △396 － 13,720 △1,799 11,525 31,189 239,828
連結会計年度中の変動額
剰余金の配当 △3,717 △3,717 － △3,717
当期純利益 34,200 34,200 － 34,200
自己株式の取得 △16 △16 － △16
自己株式の処分 △4 13 8 － 8
連結範囲の変動 23 23 － 23
土地再評価差額金取崩額 1,281 1,281 － 1,281
株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額（純額） － 174 116 263 △168 385 3,352 3,738

連結会計年度中の変動額合計 － △4 31,788 △3 31,780 174 116 263 △168 385 3,352 35,518
当期末残高 57,551 39,288 133,243 △1,189 228,894 △221 116 13,984 △1,968 11,910 34,542 275,347
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単体株主資本等変動計算書 当期（自2011年4月1日　至2012年3月31日） （単位：百万円）

株主資本 評価・換算差額等
純資産
合計資本金 資本

剰余金
利益
剰余金

自己
株式

株主資本
合計

その他有価証券
評価差額金

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 57,551 39,292 66,292 △1,186 161,950 △304 13,545 13,241 175,192
当事業年度中の変動額
剰余金の配当 － △3,717 △3,717 － △3,717
当期純利益 － 4,220 4,220 － 4,220
自己株式の取得 － － △16 △16 － △16
自己株式の処分 △4 － 13 8 － 8
土地再評価差額金取崩額 － 1,281 1,281 － 1,281
株主資本以外の項目の
当事業年度中の変動額（純額） － － － 141 252 394 394

当事業年度の変動額合計 － △4 1,784 △3 1,776 141 252 394 2,171
当期末残高 57,551 39,288 68,077 △1,189 163,727 △162 13,798 13,635 177,363

東急不動産グループは、
住まいや暮らしのお客様の
ニーズにお応えします。

　ライフスタイルの多様化やニーズの細

分化により、不動産業の領域はますます拡

大しています。東急不動産は、“生活総合

サービス”のプロデューサーとして、不動

産の販売、仲介、注文住宅、リフォーム、マ

ンション・ビル管理、造園、生活素材の販売

専門店などの多彩なグループ企業と連携。

生活環境にかかわる全体をトータルに

サポートできるネットワークを構築し、時

代のニーズに対応した事業展開によって、

お客様のニーズにお応えし続けています。

単体貸借対照表 （単位：百万円）

科目 当期
2012年3月31日現在

前期
2011年3月31日現在

（資産の部）
流動資産 196,905 201,628
固定資産 692,762 678,200
有形固定資産 284,758 283,117
無形固定資産 13,891 12,841
投資その他の資産 394,112 382,241

資産合計 889,668 879,828
（負債の部）
流動負債 258,025 273,630
固定負債 454,278 431,006
負債合計 712,304 704,636
（純資産の部）
株主資本 163,727 161,950
資本金 57,551 57,551
資本剰余金 39,288 39,292
利益剰余金 68,077 66,292
自己株式 △1,189 △1,186

評価・換算差額等 13,635 13,241
純資産合計 177,363 175,192
負債純資産合計 889,668 879,828

単体損益計算書 （単位：百万円）

科目 当期
自 2011年4月  1日
至 2012年3月31日

前期
自 2010年4月  1日
至 2011年3月31日

売上高 187,159 243,916

売上原価 156,912 184,865

売上総利益 30,246 59,050

販売費及び一般管理費 14,844 14,851

営業利益 15,402 44,199

営業外収益 3,014 1,636

営業外費用 6,366 6,983

経常利益 12,050 38,851

特別利益 175 196

特別損失 9,098 35,327

税引前当期純利益 3,127 3,720

法人税、住民税及び事業税 8,170 2,584

法人税等調整額 △9,263 △2,962

当期純利益 4,220 4,098

住まい

ビジネス
消費
余暇

お客様

新築
住宅

リゾート
施設

シニア
ライフ

賃貸
住宅

造園
緑化

オフィス

福利厚生
代行

REIT
ファンド
運用

仲介

ステイ
商業
施設

ハンズ

スポーツ
クラブ

リフォーム
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東急コミュニティー 東急リロケーション

東急リバブル 東急ホームズ

東急ハンズ

東急スポーツオアシス

マンション管理・ビル管理を中心に、「未来価値
創造のべストパートナー」として、快適な住環
境・事業環境の実現に向けた総合サービスを展
開しています。

賃貸住宅管理、企業社宅代行、出張・研修などに
便利なマンスリーマンション、長期滞在型ホテル
「東急ステイ」など、様々な住宅関連サービス業
を展開しています。

売買仲介、不動産ソリューション、賃貸、販売受
託の4事業を柱に、全国に広がる営業ネットワー
クで総合不動産流通事業を展開しています。

「ヒント・マーケット」をブランドスローガンに、
お客様一人ひとりのライフスタイルの実現と、
生活文化の創造をお手伝いすることを目指し、
住まいと住生活、手づくり関連の道具、素材、
パーツの総合専門店を展開しています。

お客様のライフスタイ
ルに応じて、新築、リ
フォーム、インテリア、
住まいのお手入れなど、
お客様に最も豊かな
暮らしかたを提案・実践できる「住生活総合ソ

リューション会社」と
して事業を展開して
います。

首都圏、関西を中心に会員制フィットネスクラ
ブを運営しています。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ご用
意し、お客様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ています。
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「投資家ニーズの的確な把握」「確かな運用が見込める
不動産」、このふたつを結びつけるファンドの組成・運用
を基本スタンスに、投資家の皆様の信頼にお応えする
不動産証券化商品・サービスを提供しています。

イーウェル
イーウェルは、福利厚生代行サービスの提案企業
です。福利厚生パッケージメニュー（WELBOX）
のご提供、カフェテリアプランの導入・運用支援
等、実績に基づいたコンサルティング力とシステ
ム対応力により企業の福利厚生をワンストップで
提供しています。

職人の技と企画・設計力を融合したトータルエン
ジニアリングシステムを独自に構築。“景観十年、
風景百年、風土千年”の視点から、自然にやさしい
ランドスケープの創造を目指しています。

石勝エクステリア

賃貸住宅を主な投資対象とする「コンフォリア・レジデン
シャル投資法人」の資産運用会社です。不動産マネジメント
のプロフェッショナル集団として、クオリティの高い不動産
投資運用サービスを提供しています。

商業施設、オフィスビル等を投資対象とする不動産投資
信託である「アクティビア・プロパティーズ投資法人」の
資産運用会社です。安定的な資産運用を行い、投資家の
皆様をはじめとする全てのステークホルダーから信頼
を得るよう努めています。

個性的で、活気溢れる魅力的な商業施設・空間を創造し、
地域の発展と社会貢献に尽力することを目指し、商業
施設の運営管理・企画・コンサルティング事業を展開し
ています。

リゾート施設のオペレーションを一手に手がける運営
会社です。約40年にわたる豊富な経験をもとに、その
運営ノウハウを多様なリゾート施設の新規受託業務など
にも活かし、地域の活性化にも貢献しています。

全国の別荘、一戸建て別荘、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し
ます。

高齢者の皆様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有料老人ホーム」の
経営・運営を展開しています。
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商　　　 号 東急不動産株式会社
TOKYU LAND CORPORATION

設　　　 立 1953年12月17日
資　 本　 金 57,551,699,228円
従 業 員 数 542名
ホームページアドレス http://www.tokyu-land.co.jp

本 社 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-21-2

関 西支店 〒542-0081 大阪市中央区南船場4-4 -3

札 幌支店 〒060-0001 札幌市中央区北1条西4-2-2

執 行 役 員 三浦   宏

執 行 役 員 古沢 繁之

執 行 役 員 岡田 正志

執 行 役 員 西川 弘典

執 行 役 員 木村 昌平

執 行 役 員 三輪 真也

常 勤 監 査 役 川合   正

常 勤 監 査 役 二見 英二

監 査 役 安達   功

監 査 役 浅野 友靖

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 岡本   潮
取 締 役
専務執行役員 小倉   敏
取 締 役
専務執行役員 有馬   修
取 締 役
常務執行役員 大瀧 岩男
取 締 役
常務執行役員 三枝 利行
取 締 役
常務執行役員 植村   仁
取 締 役
執 行 役 員 大隈 郁仁

取 締 役 野本 弘文

取 締 役 中島 美博

取 締 役 中村 元宣

発行可能株式総数 ............................... 1,000,000,000 株

発行済株式総数.......................................533,345,304 株

株主総数 ............................................................ 41,536 名

単元株式数 ...........................................................1,000 株

■個人その他 80,251,061株 （40,613名）

■金融機関 191,674,644株 （    76名）

■その他国内法人 96,206,308株 （   373名）

■外国法人等 151,772,454株 （   419名）

■金融商品取引業者 11,133,625株 （    54名）

■自己名義 2,307,212株 （     1名）

発行済株式総数
533,345,304株
100.00%

（41,536名）

■自己名義
　0.43%

■金融商品取引業者
　2.09%

■個人その他
　15.05%

■金融機関
　35.94%

■その他国内法人
18.04%

■外国法人等
　28.46%

株　主　名 株数（千株） 持株比率（％）

東京急行電鉄（株） 88,380 16.64

日本トラスティ・サービス
信託銀行（株）（信託口） 38,415 7.23

日本マスタートラスト
信託銀行（株）（信託口） 25,764 4.85

中央三井信託銀行（株） 17,509 3.30

第一生命保険（株） 14,268 2.69

日本生命保険（相） 11,104 2.09

SSBT　OD05　OMNIBUS 
ACCOUNT－TREATY　CLIENTS 8,507 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 7,002 1.32

日本トラスティ・サービス
信託銀行（株）（信託口4） 6,691 1.26

日本トラスティ・サービス
信託銀行（株）（信託口9）  5,430 1.02

※持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

会社概要 株式の状況

大株主の状況

所有者別分布状況

主要事業所

役員（2012年6月27日現在）
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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。

株主メモ
4月1日から翌年3月31日まで
6月
定時株主総会、期末配当金 
3月31日
中間配当金  
9月30日
電子公告の方法により行います。
公告掲載URL
http://www.tokyu-land.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。

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
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 証券代行部
三井住友信託銀行株式会社　
全国各支店
〒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）

事業年度
定時株主総会
株主確定基準日

公告方法

株主名簿管理人

同事務取扱場所

同取次窓口

（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式会社にお申出くだ
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式会社にお申出くだ
さい。

（　　　　　    ）郵便物送付先
電話照会先

【表紙の写真】

ブランズ青葉台二丁目

ヒラフゴンドラ
（ニセコ マウンテンリゾート

グラン・ヒラフ）

東急プラザ 表参道原宿
屋上テラス

「おもはらの森」

東急プラザ 表参道原宿

IR情報ホームページのご案内

http://www.tokyu-land.co.jp/ir/
財務情報の最新情報につきましては

こちらのホームページよりご覧頂けます。
ぜひご活用ください。

トップページ

IR情報クリック


