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不動産業では、オフィスビル市場は、需給の逼

迫等により賃料水準は緩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、販売価格が高止まりを続けるな

かで、立地や利便性による販売状況の二極化が見

られました。

当社グループでは、売上高は8,661億26百万円

（前期比7.1％増）、営業利益は775億19百万円（前

期比5.9％増）、経常利益は686億91百万円（前期

比8.0％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は

351億85百万円（前期比11.6％増）を計上いたし

当社グループは、「中期経営計画2017-2020」

において、「関与アセット拡大」と「新たな需要創

出」を基本方針に、３つの成長戦略を推進しており

ます。

「ライフスタイル提案型の街づくり」では、今回

の報告書でもお伝えしている広域渋谷圏での取

り組みや、住まいを起点としたライフスタイル提
各種取り組みの詳細は、
3ページ以降をご参照ください。

ました。都市事業における投資家向けビル等売却

収益の増加や仲介事業の好調などから増収増益

となり、２期連続で最高益（親会社株主に帰属す

る当期純利益）を更新することができました。

T O P  I N T E R V I E W トップインタビュー

案型街づくり事業「LIFE STORY TOWN」に引き

続き注力してまいります。

「循環型再投資事業の領域拡大」では、再生可

能エネルギー関連や物流施設、グループ会社間の

シナジーを活かした学生マンションの開発などを

推進しているほか、2018年度は国内有数のリ

ゾート地である軽井沢や沖縄においてパブリック

ホテルが順次開業を迎えてまいります。

また、「ストックの活用強化」では、管理事業や

仲介事業において、新たな付加価値をご提供する

サービスの開発等により一層の事業規模拡大を

図ってまいります。

第５期を振り返って

中期経営計画の進捗と第６期の見通し

大隈 郁仁
代表取締役社長

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
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売上高の推移 （全社・消去除く）

8,661

（単位：億円）

第4期
2017年3月期

第5期
2018年3月期

2,698

1,235

1,609

993
970
971

8,085

2,490

1,085

1,486

821
944
972

417
496

■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
1,075

流動資産
6,586

固定負債
13,053

流動負債
3,961

純資産
4,753

有形
固定資産
11,407

投資その他
の資産
2,700

総資産 21,768

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

総資産 20,672

第5期
2018年3月31日

無形
固定資産
1,113
投資その他
の資産
2,270

第4期
2017年3月31日

（単位：億円）

第5期
2017年4月1日～2018年3月31日

現金及び
現金同等物の
期首残高

619
824

現金及び
現金同等物
に係る
換算差額

17

現金及び
現金同等物の
期末残高

617

投資活動による
キャッシュ・フロー

△964
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
123

売上高   都市事業における投資家向けビル等売却収益の増加や既存物件での賃貸収益改善に加え、仲介事業の好調等により対前期576億円増収
総資産   仕掛販売用不動産や投資有価証券の増加等により対前期1,096億円の増加

当社は引き続き、株主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。

ESG（環境・社会・ガバナンス）では、CO2や廃棄

POINT

物の排出量、水使用量などの評価指標を設定し、

削減に努めているほか、働き方改革については

「健康経営優良法人2018」にグループから８社が

認定されるなど、取り組みを深化させております。

また、ガバナンス面では、今回新たに女性１名を含

む３名の社外取締役を招聘し、独立社外取締役を

４名体制に拡充するなど、一層の体制強化と透明

性の向上を図っております。

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

づき、今回の期末配当は１株につき7.5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、

継続保有株主優遇制度のカタログギフトに、当社

グループの通販サイト「逸品おとりよせ」の食品メ

売上高 8,800億円
営業利益 800億円
経常利益 700億円
親会社株主に帰属する当期純利益 370億円

■第６期（2018年度）業績予想

ニューや、当社グループが展開する環境保全活動

「緑をつなぐプロジェクト」へのご寄付を加えるな

ど、株主さまの声を踏まえて内容の拡充や見直し

を行っております。

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上げます。

当社では、株主総会当日に放映した事業報告等
の映像をホームページに掲載しております。今年の動画は７月
上旬より配信予定です。当日ご来場いただけなかった株主さま
にもご覧いただけましたら幸いです。

また、グループの仕事と人を紹介する動画も掲載しております。

株主の皆さまへ

これらの施策を通じて、第６期におきましても、

最高益の更新をめざし引き続き取り組んでまいり

ます。

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

http://www.tokyu-fudosan-hd.co.jp
/efforts/t-stories/URL

動画のご紹介
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ウェルネス事業は、リゾートやレジャー施設・スポーツクラブ・シニア住宅の
開発・運営といった余暇・健康・シニア分野の各事業を横断的に連携して、
お客さまの上質で豊かな時間づくりをサポートしています。

ビジネスモデル

ウェルネス事業は、高齢化が進む中で高齢者向け施設や介護サービスの分
野において大きな成長を見込むことができる領域です。また、外国人観光客の
急増により宿泊施設や観光需要も拡大が期待できます。
このような市場環境において、新たなライフスタイルを提案し、お客さまの
健康生活を推進することでウェルネス領域における業界トップポジションの確
立をめざします。
シニア住宅の展開加速、パブリックホテルやコンドミニアムホテルの展開な

ど、開発・運営力を活かして規模を拡大し、また、循環型再投資モデルを構築
し、関与アセットの拡大、資産効率性の向上、収益力の強化に取り組みます。
今回の特集では2018年度に開業するリゾートホテルをご紹介します。

お客さま

個人

購入

施設・
サービス利用料

販売

施設・商品・
サービスの提供

法人

2018年度に開業するリゾートホテル

東急不動産は、2017年3月に取得した「旧軽井沢ホテル」を「KYUKARUIZAWA 
KIKYO, Curio Collection by Hilton」としてリブランドし、4月19日に開業しまし
た。ヒルトンが2014年に立ちあげたキュリオ・コレクションブランドの日本初進出
となる本施設は、旧軽井沢の中心に位置し、周辺には旧軽井沢銀座・雲場池をはじ
めとする軽井沢ならではの街歩きや自然をお楽しみいただけるスポットが点在して
います。「 Timeless ゲストが自分自身を取り戻す価値ある時空間」をコンセプト
に、ご滞在中リラックスに充てていただくためのプログラムや、好奇心が呼び覚ま
されたお客さまへ当館の立地を生かした街の新しい愉しみ方のご提案やサービス
なども計画しています。

■ネーミングに込めた想い…ふるさとへ帰る気楽さを表す
【帰郷】。秋の軽井沢を彩り花言葉に「正直、誠実」「友の帰
りを願う」を持つ【桔梗】。二つの想いを込めています。

施設概要

所在地 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢491-5
交　通 JR「軽井沢」駅北口から徒歩15分　※JR「軽井沢」駅からの送迎もあり
客室数 50室　（パブリックホテル）

4月19日
開業

中長期的な目標と戦略

特集

ウェルネス事業

KYUKARUIZAWA KIKYO, 
Curio Collection by Hilton

リゾートホテル 都市型ホテル

ゴルフ場 スキー場

シニア住宅 ヘルスケア

フィットネスクラブ 福利厚生代行

ウェルネス事業セグメント
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会員制リゾートホテル「東急ハーヴェストクラブ軽井沢＆VIALA」は、豊かな緑に包
まれた軽井沢タリアセンに隣接する約５万㎡の広大な敷地に7月20日に開業します。 

東急不動産のリゾート事業では、「自然と人間の共存と調和」を基本理念として、
自然環境に配慮した施設計画を進めています。本施設は、軽井沢ならではの低層の
建物計画により、広がった空の景色や雄大な浅間山の眺望、保存や移植により既存
樹木を生かした外構などその土地の原風景を大事にしています。また、敷地内には
明るく緑が広がり、散策やアクティブに楽しめる開放的な庭と、趣の異なるひっそり
とした軽井沢のイメージを踏襲した樹木豊かな中庭を配置する等、敷地の緑化によ
り周囲の自然に溶け込む計画にしています。

施設概要

所在地 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉字中島291番1
交　通 JR「軽井沢」駅より車で約8分（約5km）、
  上信越自動車道「碓氷軽井沢I.C」より車で約15分（約10km）
客室数 176室　（会員制リゾートホテル）

東急不動産・ＮＴＴ都市開発・ミリアルリゾートホテルズは、3社共同で美しい海
と豊かなサンゴ礁を有する恩納村の瀬良垣ビーチにおいて、ハイアット国内初の
ビーチリゾートとなる「ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄」開業に向
けて、大型リゾートホテルの開発および恩納村の協力を得て瀬良垣島へ渡る村道・
ビーチ等の海域整備事業を進めています。

地元と連携したホテルづくりを通じて恩納村・西海岸エリアに新たな付加価値を
創造し、“このホテルに滞在するために沖縄を訪れた”と言われるような「沖縄随一
のディスティネーションホテル（ホテルが沖縄への旅の動機となり、ホテル滞在が旅
の楽しさそのものとなるようなホテル）」をめざして開業準備を進めています。

施設概要

所在地 沖縄県国頭郡恩納村瀬良垣1108番地
交　通 那覇空港より車で沖縄自動車道経由約60分
  ※空港リムジンバスをホテル開業後に運行予定、約90分
客室数 344室　（パブリックホテル）

7月20日
開業

8月21日
開業

東急ハーヴェストクラブ
軽井沢&VIALA

ハイアット リージェンシー 
瀬良垣アイランド 沖縄
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 進化した「東急プラザ渋⾕※」で、新たな挑戦
これまで多くの流行や文化を生み出し、成長してきた

渋谷において、現在、東急グループは「エンタテイメント
シティ SHIBUYA」を掲げ、100年に1度と言われる再開
発を推進しています。

人生100年時代と言われ、世界に先駆けて超高齢社会
を迎えた日本では、人々の価値観やライフスタイルが大き
く変化する新たな時代へ突入しており、新時代のニーズ
に応える新しい商業施設として、より進化した「東急プラ
ザ渋谷」をつくることに挑戦します。

いつまでも若く美しくポジティブエイジング。
今の自分にしか楽しめないBEAUTY/FASHIONを。

素材や産地にこだわりぬいた「本物」を楽しむ。
そして、家族、三世代、友達や仲間と過ごす
最高の時間を。 

前向きに自分の体と向き合い
向上させていくことを楽しむ。
そのための機会や仲間、課題へのソリューションを。

時間の過ごし方、日々の暮らしのサポート、
資産の運用などこれからの人生を謳歌するための
幅広いサポートを。

本施設が提供する“価値”の一例

新「東急プラザ渋⾕」、
新時代の商業施設を開発

成熟した⼤⼈たちへ「MELLOW LIFE（メロウ ライフ）」を提案
東急不動産は、道⽞坂一丁目駅前地区第一種市街地再開発事業（2019年秋竣工予定）の
商業施設ゾーンにおいて「東急プラザ渋谷」を開業します。

zOOM 1

美

食

健康

ライフ
プラン

 本施設が提供する“価値”
新しいライフスタイルを発信する商業施設として、従来の

「モノ」や「コト」をお客さまに一方的に提供するのではなく、
ソリューションや体験を提供することで、お客さまの「パー
トナー」として人生に寄り添うことができる新しい商業施設
をめざし、成熟した大人たちのニーズに応える店舗構成を
予定しています。

道⽞坂一丁目駅前地区
第一種市街地再開発事業外観イメージ

 本施設から発信していく新しいライフスタイル　〜「MELLOW LIFE」〜
本施設のターゲットは、「都会派の感度が成熟した大

人たち」です。積み重ねた人生で磨かれたセンスを持つ
成熟した大人たちに向けて、本施設は、今までにない商
業施設空間と価値観を提供します。 
「本物」「本質的」「普遍的」なものの良さを大切にし、

時間を積み重ね「成熟」していく豊かな人生を楽しむこ
と、それを“MELLOW LIFE（メロウ ライフ）”と名付け、
新時代に向け新しいライフスタイル観を提案します。 「MELLOW LIFE」イメージ 

［ 「MELLOW」は、“〈光・色・声・音など〉豊かで美しい、豊潤な”といった意味を持つ言葉です。］

※東急プラザ渋谷は、道⽞坂一丁目駅前地区第一種市街地再開発事業の2階〜8階、17階、18階の商業施設部分の名称です。

広域渋谷圏便
り

「価値を創造し続ける企業グループへ」の実現をめざし、

中期経営計画でも重視するのがグループ連携を通じた総合力の発揮です。

東急グループの重点エリアである広域渋谷圏を中心に、

理想の街づくりのコンセプトを明確にし、グループ一体となって実現していきます。
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東急不動産は、ノルウェー中央銀行の不動産投資部門（Norges Bank Real 
Estate Management、以下「NBREM」）との共同出資により、渋谷区神宮前
および港区南青山に所在する稼動商業施設の5物件について、保有・運営事
業を推進しています。

NBREMは、長期保有を目的として世界の不動産に投資していますが、日本
国内では今回が初めての投資となります。東急不動産は、国内初のローカル
パートナーとして、広域渋谷圏での物件の共同保有・運営事業を推進し、本取
引により、表参道・原宿エリアにおいて保有する商業施設の賃貸床面積はトッ
プクラスになりました (2017年12月現在)。 

東急不動産は、「（仮称）南平台プロジェ
クト(2019年3月竣工予定)」において、多
様なワークスタイルをサポートするIoTを
活用したスマートオフィスを提供します。

本プロジェクトは、オフィスフロアの全
ての階にテナント専用のグリーンテラスと
最上階には屋上空間を活用したスカイテ
ラスやラウンジを設置する等新しいワークスタイルを提案します。また、IoT
を活用したソフトサービスとして、空調やセキュリティなどのビル設備や室
内外の環境情報、ワーカーの位置情報までもがインターネットに接続される
ことで、多様なワークスタイル実現のサポートをします。

同社が提供するオフィスビルは、単なる「ワークプレイスの提供」から新し
い「ワークスタイルの提案」へ変化をしてきましたが、今後はIoTの活用によ
り、さらに「多様なワークスタイルのサポート」へと進化します。

広域渋⾕圏で新たに商業施設
5物件の保有・運営を推進

(仮称)南平台プロジェクトの
IoTオフィス

zOOM 3zOOM 2

V28ビル

The Jewels of Aoyama

The Iceberg

外観イメージ

スカイテラス
イメージ

ノルウェー中央銀行は、ノルウェーの政府年金基金であるGovernment Pension Fund Globalの運
営を委託されています。
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新しい物語が生まれる街づくり
「LIFE STORY TOWN」第二弾

東急不動産の
学生レジデンス

「CAMPUS VILLAGE」第一弾
東急不動産ホールディングスグループは、一人ひとりの暮らしに新し

い物語を提案する“住まい”を起点としたライフスタイル提案型街づく
り事業「LIFE  STORY TOWN」を展開しています。

第二弾となる「緑区十日市場町周辺地域 持続可能な住宅地モデル
プロジェクト」は、閑静な住宅街である横浜市緑区の十日市場に、横浜
市、東京急行電鉄、NTT都市開発とともに「分譲マンション」と「シニア
住宅」、「戸建住宅」の複合開発に取り組むプロジェクトです。敷地内に
は、ミニスーパーといった生活利便施設だけでなく、子どもの遊び場や
地域イベントの会場として活用できるコミュニティスペースなどを備
え、多様な世代・家族が交流し、支えあう、いきいきとした暮らしの実現
をめざしています。

学生レジデンス事業のコンセプトは、「次の社会を担う学生たちへ、
安心安全な住環境とともに、新しいライフスタイルを提案する住まい」
です。東急不動産ホールディングスグループで開発から管理運営まで
行い、入居する学生だけでなく、保護者の方にも安心していただける住
まいをめざしています。

本物件では居住者でシェアするリビングキッチンやカフェテリアなど
のハード面に加え、2016年11月に、全国で学生マンション・寮、約
42,000戸（2018年3月現在）の管理運営実績がある学生情報センター
がグループの一員となり、ソフト面でもこれまでのノウハウを活かし、入
居者向けイベントの開催・コミュニティ形成の促進を図るなど、ワン
ルームマンションとの差別化を図っています。

住　所 東京都豊島区長崎三丁目2番19号
交　通 西武池袋線「東長崎」駅 徒歩7分、「椎名町」駅 徒歩9分
 都営大江戸線「落合南長崎」駅 徒歩10分
構造規模 鉄筋コンクリート造6階建て、167室
延床面積 3,182.82㎡
管理運営 学生情報センター

■施設概要

TOPICS 1
TOPICS 2

「十日市場プロジェクト」スタート

「キャンパスヴィレッジ椎名町」
3月より入居開始

TOPICS 価値創造を

推進中！
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東急リバブルの仲介で不動産を購入された 
お客さまへの新サービス

東急リゾートタウン蓼科

「住宅ローン控除」の利用には、確定申告が必要となります。多くのお
客さまは、確定申告の手順や必要書類の用意には不慣れで、ご自身で
申告を完了させることに不安を感じています。

東急リバブルは、同社の仲介で不動産を購入されたお客さまに不安
と負担を同時に解消していただくために、税理士の案内に従いその場
で確定申告を完了させることができる新サービス「リバブル確定申告
会」を18回開催し、合計約520組のお客さまにご参加いただきました。

今年は首都圏のお客さまを対象に開催しましたが、来年以降は開催
回数の増加や地方・関西エリアへの拡大も検討し、同社をご利用いただ
くお客さまのニーズにお応えするサービスとして継続していきます。

「東急リゾートタウン蓼科」に誕生した「もりぐらし」は、「森をまもり、
森とともに暮らす」をコンセプトに、ひとと自然との関わり方をあたらし
く見つめ直す取り組みです。昨年７月、新たなリゾートライフの提案を
目的として、大自然を満喫しながら一日を通して楽しい時間を過ごすこ
とができる３つの施設を新しく誕生させました。

木のぬくもりに包まれた上質な空間でアウトドアグリルをお楽しみい
ただける森のダイニング「グラマラスダイニング蓼科」。蓼科の森を全身
で感じながら遊べるアウトドアパーク「フォレストアドベンチャー・蓼
科」。昼は住宅展示場、夜は宿泊することができる新しいスタイルの住
宅展示場「クラスベッソ蓼科」。

森林資源に恵まれた蓼科の森を舞台に、「森で食べる」「森と遊ぶ」
「森に泊まる」体験を通じて、お客さまに大自然の中で豊かな時間をお
過ごしいただけるような施設をめざしています。

〈もりぐらし公式HP〉 
https://www.morigurashi.com/

TOPICS 3
TOPICS 4

「リバブル確定申告会」を開催

「もりぐらし」をテーマに
新たなリゾートライフを提案
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東急ハンズは3月1日から東急ハンズ新宿店にて「Hi! Tenshu」プロジェクトを始動しました。
新たな商店（ショップインショップ）は、メンズケアの「おとこっぷり商店」、自宅をカフェにする「一杯の珈琲商

店」、安眠をサポートする「ぐっすりスヤスヤ商店」、シューケア用品の「輝く足元商店」、クラフトの「世界にひとつ
だけの商店」（店主2人）、サイエンスグッズの「遊びゴコロ商店」の６つ。どの店主も、好きがこうじて商店を立ち上
げてしまうほどのこだわりを持ち、訪ねていけば必要以上のことまで熱く語ります。そのジャンルの知識を駆使し
た品揃えを背景に、お客さまとの会話を通じて新たな暮らしの楽しみ方を提案します。

東急ハンズ「Hi! Tenshu」プロジェクト始動

東急ハンズ新宿店内に6商店が同時オープン！
〜７⼈の店主が、６つの商店「Hi! Tenshu」を開店　 「モノ」「コト」消費から一歩進んだ、「ヒト（お客さまとスタッフ）が創る売り場へ」〜

ECサイト全盛のこの時代に、店舗を訪れて買い物をする意味。それ
は、ちょっとした立ち話でも、簡単な商品の体験でもいい。人と人が
直接話し、疑問をぶつけ、答えを探し出す。この過程にあるのではな
いでしょうか。ただ、モノが手に入ればよいのではない。そこに「ヒト」
との出会いがある。それが、ハンズの店舗で提供できる価値です。今
後もいろいろな「商店」が増えていく予定です。ぜひご期待ください。

こんな時代だからこそ

プロジェクト名 Hi! Tenshu

ホームページ https://www.tokyu-hands.co.jp/shinjuku-tenshu/

店 舗 東急ハンズ新宿店

店 主 おとこっぷり商店  一杯の珈琲商店
ぐっすりスヤスヤ商店  輝く足元商店
世界にひとつだけの商店※店主2名  遊びゴコロ商店

プロジェクト概要

靴マニアの私の靴コレクションを
常時展示しているので、是非見に来てください！

靴について熱く語りましょう！

輝く足元商店	店主：藤
ふ じ た

田 康
や す お

雄

いっしょに探そう、つくろう。
輝く足もと

新宿店長：宮武	滋
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継続保有株主優遇制度／
株主様ご優待券について

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回贈呈する制度です。
当社の株主名簿に、同一株主番号で、当該3
月末日割当日を含む直近7回の割当日（3月
末日、9月末日）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贈呈します。 
6月末（株主総会終了後）に期末配当通知と
一緒にお送りします。

当社の株主名簿に3月末日の割当日に記載された株主さまには
6月末（株主総会終了後）に期末配当通知と一緒に、9月末日の
割当日に記載された株主さまには12月上旬に中間配当通知と
一緒に、お送りします。

下記事例をご確認ください。

※平日は一組4名様まで、土日祝日は1名様
［東急ハンズお買物優待カードのみ、3月末日を割当日として、年1回発行します。］

A A

A

ご案内とご優待券を一冊にまとめています。
ご優待券はミシン目に沿って切り離してご利用ください。

ご利用いただける期間中は、お手元に
保管いただき、ぜひご利用ください。

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。

Q Q

Q

継続保有株主優遇制度はどのような制度ですか?
株主様ご優待券はいつごろ、
どのように送られてきますか?

対象期間や最小株式数はどのように見るのですか?

株主Aさま

株主Bさま

2015年
3月末日

2016年
3月末日

2017年
3月末日

2018年
3月末日

2019年
3月末日

2015年
9月末日

2016年
9月末日

2017年
9月末日

2018年
9月末日

割当日1 割当日3 割当日5 割当日7割当日2 割当日4 割当日6

1,000 5,000 5,000 5,000 5,0001,000 5,000 5,000 5,000

100 500 500 500 1,000100 500 500 500

2018年度

割当日1 割当日3 割当日5 割当日7割当日2 割当日4 割当日62019年度

2018年度  継続保有期間中の最小株式数が1,000株のため、5,000円相当のカタログを贈呈します。
2019年度  継続保有期間中の最小株式数が5,000株のため、10,000円相当のカタログを贈呈します。

A
さま

2018年度  継続保有期間中の最小株式数が100株のため、贈呈対象外になります。
2019年度  継続保有期間中の最小株式数が500株のため、2,000円相当のカタログを贈呈します。

B
さま

単位:株

ご所有株式数 1枚に
つき

100株以上
500株未満

500株以上
1,000株未満

1,000株以上
5,000株未満

5,000株
以上

ご宿泊
優待券

リゾート
ホテル

1泊
1室 1枚 2枚 4枚 8枚

ご宿泊
優待

共通券

東急ステイ 1泊
1室

2枚 4枚 6枚 12枚リゾートイン 1泊
1室

パラオ パシフィック
リゾート

6泊
1室

スポーツ
ご優待
共通券

ゴルフ場 ※

2枚 4枚 6枚 12枚スキー場
（グリーンシーズン）

大人
2名

東急スポーツ
オアシス

16才以上
2名

お買物
優待カード 東急ハンズ カード

（制限無）
1枚

（5%割引）
1枚

（5%割引）
1枚

（10%割引）

保有株式数 贈呈品

500株以上
1,000株未満

カタログギフト
(2,000円相当)

1,000株以上
5,000株未満

カタログギフト
(5,000円相当)

5,000株以上
カタログギフト

(10,000円相当)

株主優待制度について
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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21,091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
取締役執行役員 岡田　正志
取締役 野本　弘文
取締役 壱岐　浩一※1

取締役 貝阿彌　誠※1

取締役 桜井　　俊※1

取締役 新井　佐恵子※1

執行役員 吉浦　勝博
執行役員 木村　昌平
執行役員 古沢　繁之
執行役員 木村　成一
執行役員 持田　一夫
執行役員 太田　陽一
執行役員 西村　和浩
執行役員 亀島　成幸
執行役員 三輪　真也
執行役員 星野　浩明
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	 （2018年6月27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31,269,488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 76,150名
単元株式数 100株

所有者別分布状況	
個人その他
15.48%
99,221,457株
74,768名

個人その他
15.48%
99,221,457株
74,768名

金融機関
34.20%
219,173,723株
79名

金融機関
34.20%
219,173,723株
79名

その他国内法人　
16.27%
104,273,950株
590名

その他国内法人　
16.27%
104,273,950株
590名

外国法人等
28.27%
181,188,974株
664名

外国法人等
28.27%
181,188,974株
664名

金融商品取引業者
0.89%
5,703,382株
48名

金融商品取引業者
0.89%
5,703,382株
48名

自己名義
4.88%
31,269,488株
1名

自己名義
4.88%
31,269,488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 15.89
日本トラスティ・サービス信託銀行（株）信託口 40,152 6.59
日本マスタートラスト信託銀行（株）信託口 39,751 6.52
三井住友信託銀行（株） 16,008 2.63
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 11,775 1.93
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 9,221 1.51

日本トラスティ・サービス信託銀行（株）信託口5 9,123 1.50
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7 7,591 1.25

お知らせ

会社概要／株式の状況 （2018年3月31日現在）
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