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はじめに、日夜新型コロナウイルス感染症との
戦いに奮闘されている医療関係の方々や、社会
インフラの維持に尽力されている皆さまに、心よ
り御礼を申しあげます。私どもにおきましても、 
社会インフラの一翼を担い、お客さまの安心な 
暮らしをお守りする立場で、安全に最大限配慮し
ながら、グループ従業員が一丸となってサービス
の継続に取り組み続けてまいりました。

当中間期の不動産業については、欧米諸国など
と比べれば比較的今回のコロナ危機の影響が少
ない我が国への投資意欲は根強く、不動産投資市
場は引き続き概ね堅調に推移しております。一方、
オフィス市場および分譲住宅市場においては、 
需要は底堅いものの、コロナ禍における新しい生
活様式への対応に向けて、求められる商品・サー

ビスの内容からご提案の方法に至るまで、急速な
変化が生じつつあると認識しております。また、
ウェルネス事業におけるホテルやフィットネスク
ラブ、また都市事業における都心型の商業施設や
ハンズ事業などでは、政府による支援策の一方、
コロナ禍における外出控えは続き、厳しい事業 
環境が継続しております。

当社グループでは、売上高は3,838億89百万円
（前年同期比6.9％減）、営業利益は169億68百万
円（前年同期比46.4％減）、経常利益は121億５百
万円（前年同期比53.5％減）、親会社株主に帰属
する四半期純利益は６億円（前年同期比95.8％
減）を計上いたしました。

また、新型コロナウイルスの影響が期初の想定
よりも長期化・深刻化している状況を踏まえ、通
期業績予想を以下のとおり見直しさせていただき
ました。

売上高 8,950億円

営業利益 440億円

経常利益 340億円

親会社株主に帰属する当期純利益 170億円

第８期（2020年度）業績予想

T O P  I N T E R V I E W

トップインタビュー

変革と向き合い、
未来のライフスタイルを生み出す企業集団へ

西川 弘典
代表取締役社長

第８期中間期を振り返って

リゾート施設運営などのウェイトも大きい当社
グループでは、現在のところ、同業他社と比べて
今回のコロナ危機の影響がより強く出ているのは
事実です。一方、当社グループがこれまで、幅広
い事業領域で培ってきた知見とノウハウは、この
未曾有の危機のなかで生まれる価値観の変化を
今後の成長に繋げていくための強みであると捉え
ております。アフターコロナに向け、当社グループ

株主の皆さまへ
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がめざしていく姿、変革の方向性については、今
回の報告書の特集記事のなかで、私からご説明を
させていただきましたので、ぜひご一読ください。

また、コロナ禍において生まれた新たな社会課
題を見据え、幅広い事業領域で培ってきたノウハ
ウを活かしながら進めている「新しい生活様式の
ご提案」の具体的な事例を、いくつか取りあげて
ご紹介しております。あわせてお目通しいただけ
ましたら幸いでございます。

当社では、グループの歩
みや事業活動における価
値創造の全体像をご紹
介する、「統合報告書」
を発行しています。2020
年版を当社ホームページ
に掲載しておりますので、
ぜひご覧ください。

売上高の推移 （全社・消去除く）

3,839

（単位：億円）

前第2四半期累計期間
2019年4月1日～2019年9月30日

当第2四半期累計期間
2020年4月1日～2020年9月30日

1,568

297

817

557
352
291 64

■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

4,125

1,005

505

962

594

544

505
171

連結貸借対照表の概要
（単位：億円）

当第2四半期末
2020年9月30日

前期末
2020年3月31日

無形
固定資産
1,130
投資その他
の資産
3,337

流動資産
8,890

固定負債
14,125

流動負債
4,806

純資産
5,942

有形
固定資産
11,514

総資産 24,874

無形
固定資産
1,101
投資その他
の資産
3,559

流動資産
9,120

固定負債
15,159

流動負債
5,041

純資産
5,921

有形
固定資産
12,340

総資産 26,121

POINT1  売上高

「2020統合報告書」を発行

https://www.tokyu-fudosan-hd.co.jp/
ir/library/annualreport/

下記より 
ダウンロードにて 
ご利用ください。

連結キャッシュ・フロー計算書の概要
（単位：億円）

当第2四半期累計期間
2020年4月1日～2020年9月30日

現金及び
現金同等物の
期首残高

970 1,038

現金及び
現金同等物の
四半期末残高

投資活動
による

キャッシュ・
フロー
△1,073

現金及び
現金同等物
に係る
換算差額
2

1,303

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
△164

7～8ページをご参照ください。

特集  3～6ページをご参照ください。

株主還元につきましては、安定的な配当の維
持継続とともに配当性向25％以上を目標としてお
ります。当期の業績見通しは、先ほどご説明のと
おり厳しい状況ながらも、新型コロナウイルスの
影響は中長期的には解消に向かうとの認識から、
今回の中間配当は、１株につき８円を維持させて
いただきました。

新型コロナウイルスとの戦いが続く困難な社会
情勢ではございますが、当社グループは、あらゆ
るステークホルダーから信頼され、愛され続ける
企業グループをめざして、この危機を契機に、さら
なる成長に向けた変革へと邁進してまいる所存 
です。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。

都市事業は投資家向けのビル等売却収益の増加により増収となったものの、ウェルネス事業や 
ハンズ事業を中心に新型コロナウイルス感染拡大による影響を受け、対前年同期比286億円減収

POINT2  総資産

開発中のプロジェクトの進捗による固定資産の増加や仕掛販売用不動産の増加等
から対前期末1,247億円増加
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当社グループは、過去にも何度か大きな経営
危機に瀕し、そのたびに自らを変革することで 

代表取締役社長の西川です。私に課された 
使命は、中長期的な視点からグループの全体最
適を追求し、株主価値・企業価値を向上させ、
サステナブルな成長をめざすことです。当社 
グループが、あらゆるステークホルダーから、 
ひいては社会全体から必要とされる存在になる、
その道筋を作りたいと考えています。

私たちは、多くのお客さまと接点を有する幅広
い事業を展開しており、新型コロナウイルスの感
染拡大を受けて、安全安心な暮らしを守る社会
インフラの一翼を担っている責任を、改めて重く
受け止めています。

今回のような大きな危機の後には、社会全体
の価値観を変えるパラダイムシフトが起こると考
えられます。アフターコロナの世界を見据えて、
グループの変革を強力に推進していく決意です。
コロナ危機により、私たちが考えていた社会や 
ビジネスの変容が、想定よりもかなり早く訪れる
ことになったともいえます。それゆえ、これまで
以上にスピード感を持って変革を進めることが 
重要だと日々気を引き締めています。

過去に乗り越えてきた経営危機

コロナ危機で変わる変革のスピード

特 集 愛され続ける企業グループをめざして
新型コロナウイルスの影響で、世界経済は今、大きな危機に直面しています。
今年4月に代表取締役社長に就任した西川が、アフターコロナに向けた変革と経営への想いを語ります。

難局を乗り越えてきました。
私が東急不動産に入社してから、最大の危機

は1990年代初頭のバブル崩壊です。地価下落 
により、当社グループは深刻なダメージを受け、
これを機に、従来の郊外型戸建住宅の長期開発
から、オフィスや商業施設などの賃貸業へと事業
構造の転換を図りました。

バブルの負の遺産を清算し、ようやく成長軌道
に乗り始めた2008年、今度はリーマン・ショック
が発生。国際的な金融危機を受け、当社グルー
プにおいても多額の損失処理を強いられるなか、
バランスシートの適正化に全力で取り組みました。
この間、2011年には東日本大震災が発生し、 
当時の私は、東急不動産の危機管理担当執行 

3

010_7099601602012.indd   3 2020/11/19   11:38:48



今回のコロナ危機は、バブル崩壊やリーマン・
ショックと違い、金融発ではない外的要因で発生
しています。多額の有利子負債を抱えざるを得な
かった過去の経営危機とは異なり、着実に積み
上げてきた安定利益のおかげで、攻めに転じる 
ことができるチャンスでもあります。

これまでも収益構造を転換しながら、市況や
環境の変化に柔軟に対応してきた当社グループ
だからこそ、アフターコロナの世界を自分たちの

今こそ焦るな、周囲に惑わされるな

私たちのホームグラウンド・渋谷では、長年
の課題であったオフィス不足の解消に取り組み、

渋谷のポテンシャルは変わらない

手で描き、次世代のビジネスの芽を紡いでいく 
ことで、新しい世界が開けると信じています。

メディアでは、オフィス不要論やインバウンド
全滅といった極端な報道が見受けられますが、 
こうした局面では刹那的な情報に流されず、地に
足をつけ、本質的な変化を捉えて行動すべき 
です。過去の経営危機の経験も踏まえて、社内
では「今こそ焦るな、周囲に惑わされるな」という
メッセージを発し、私自身も常に長期的かつ俯瞰
的な視点で打ち手を考えるようにしています。

役員という立場で全社のBCP策定に取り組み、
従業員の安全確保や被災者支援に奔走しました。

こうした状況のなか、東急不動産が組成した
REITを上場させ、循環型再投資モデルを加速さ
せる仕組みを構築しました。2013年には純粋持
株会社である当社を発足し、グループ経営基盤
を強化。以降、2020年度までの中長期経営計画
を策定し、広域渋谷圏をはじめとした優良な 
賃貸資産への投資を加速するなど、グループの
安定的な成長を実現してきました。

過去の経営危機から私が学んだことは、安定
収益基盤と財務基盤の重要性です。いったん経
営危機に陥ると、状況が収束して立ち直るまで
に数年は要します。組織風土への影響も考慮す
ると、その損失は甚大です。そうならないために、
日頃から着実に安定利益を積み上げていくこと
が、いかに大切かを痛感してきました。

昨年にはオフィスビル「渋谷ソラスタ」および大
型複合施設「渋谷フクラス」が竣工しました。

コロナ禍を受けて、在宅勤務やテレワークの普
及が進み、オフィスのあり方も変化しています。
働く場所や働き方の選択肢が増え、改めて「集
まる場所」の意義が見直され、Face to Faceで
のコミュニケーションの必要性を説く声も多く聞
かれます。私は、オフラインかオンラインかとい
う二元論ではなく、それぞれのよさを活かした、
新しい時代にふさわしい働き方を世の中に提示
していくべきだと考えます。当社が入居する「渋
谷ソラスタ」は、そのショーケースです。私たち
自身が新しい働き方を実践し、さまざまな実験
的な取り組みを行うことで、お客さまに多様な
ワークプレイスを提案しています。
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幅広いビジネスを展開する当社グループは、あ
らゆるライフステージ（時間軸）やエリア全体（空間
軸）でのサービス提供を通じて、独自性のある価
値創造を追求してきました。こうした価値創造を
象徴するキーワードが、新しい住まい方、働き方、
過ごし方の提案を通じて、さまざまな社会課題の
解決に取り組む「ライフスタイル創造」です。

不動産というハコを起点にビジネスを展開した
「ライフスタイル創造1.0」から進化を続け、ハコを

活かしたソリューションを提案する「ライフスタイル
創造2.0」を経て、私たちは、住む・働く・過ごすと
いう垣根を超えて、あらゆる生活シーンを融合させ
ていく「ライフスタイル創造3.0」を提唱しています。

事業ウイングの広さを真の強みに

私 たちは 今、 予 測 不 可 能 な 要 素 に満ちた
VUCA※の時代を生きています。技術革新の飛躍
的進展によってお客さまのニーズも変化し、当社
グループが展開する事業領域においても、業界
外のプレイヤーが市場を席巻する可能性がありま
す。私たちは未来への想像力を豊かに働かせ、
正常な危機感を持ち続けなければいけません。

このような危機感から、かねてより構想してい
た変革を大胆に実行するため、今年４月にDX推
進室を設置し、事業のデジタル変革を今後の成
長戦略の柱に位置づけました。「デジタル活用に
よる業務効率化」「お客さま接点のデジタル化」

「デジタルによるビジネスモデル変革」の三位一体
で、DX戦略を強力に推進していきます。

DXを推進する目的は、お客さまの体験価値
（ユーザーエクスペリエンス：UX）を高めること

お客さまの体験価値を高めるDX戦略

ライフスタイル創造

働き方の
提案

住まい方の
提案

過ごし方の
提案

体験価値（UX）を高めるDX戦略

お客さま接点のデジタル化

デジタル活用による業務効率化

デジタルによるビジネスモデル変革

あらゆる生活シーンの融合へライフスタイル創造 3.0

DX戦略と「ライフスタイル創造3.0」図

愛され続ける企業グループをめざして特 集 

渋谷は、多様性に満ちた多面的な街です。有
数の商業地として発展し、そこにクリエイティブ
コンテンツやスタートアップが集積して、優良な
オフィスストックが加わりました。まさに多彩な
都市機能を備えている点が、丸の内、日本橋、
六本木といった他のエリアにはない独自の魅力に
つながっています。

さらに、渋谷を中心に個性豊かな街が集まり、
「広域渋谷圏」を形成しています。私たちはエリア
全体で価値を高める「広域渋谷圏構想」を推進し、
長期持続的な街づくりに取り組んでいます。コロ
ナ禍で新しい生活様式が求められるなかにあって
も、その魅力は変わらないと考え、これからも 
積極的な投資を続けていく方針です。

事業ウイングの広さは当社グループの強みです
が、「ライフスタイル創造3.0」を実現していくために
は、それだけでは足りません。それぞれの事業の
厚みや事業間のシナジー発揮が不可欠です。私は、
中長期的な視点からグループの全体最適を図り、
経営資源を適切に配分することで、事業ウイング
の広さを真の強みに変えていきます。事業会社の
個別最適ではなく、全体最適の観点から、続け
る・見直して続ける・やめる事業を精査し、事業
ポートフォリオの再構築に取り組む方針です。
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最後に、グループ経営への想いをお伝えします。
経営の役割は、事業を通じた提供価値を社会的

信頼を超え、愛される企業グループへ

※ VUCA（ブーカ）：Volatility（変動性）、Uncertainty（不確実性）、
Complexity（複雑性）、Ambiguity（曖昧性）の頭文字をつなげた
言葉で、予測不可能な社会経済環境をさします。

当社が2019年8月に移転した渋谷ソラスタの新本社「Call（コール）」が、「第33回 日経ニューオフィス賞」におい
て「ニューオフィス推進賞」を受賞しました。

グループ拠点として機能する新本社は、いつでもどこでも働ける時代だからこそ、わざわざ行きたくなるような場
所をつくりたいと考え、「本社が呼んでいる」という想いを込めて「Call」と命名。グループのコミュニケーション活性
化と生産性向上を目的に、さまざまな取り組みを実施しており、お客さまに対しても、新しいオフィスの 
あり方や働き方を積極的に提案しています。また、同時期に移転した東急不動産では、本社移転を機に若手発信で
経営層を巻き込む組織風土改革「GREEN FLAG PROJECT」がスタートするなど、事業会社においても、さまざま
な働き方改革の取り組みが進んでいます。

にあります。前述の「ライフスタイル創造3.0」を
追求することは、お客さまの体験価値を高めるこ
とであり、DXはそのために有効な手段であると
考えています。（ 図. DX戦略と「ライフスタイル創造3.0」 ）

「日経ニューオフィス賞」は、ニューオフィスづくりの普及・促進を図ることを目的とし、創意と工夫を凝らしたオフィスを表彰するもので、1988年から実施されて 
います。主催は日本経済新聞社と一般社団法人ニューオフィス推進協会（NOPA）、後援は経済産業省と日本商工会議所です。

グループ拠点である新本社「Call（コール）」が
「第33回 日経ニューオフィス賞」ニューオフィス推進賞を受賞

頼され、そして愛され続けることが何よりも大切
です。多様なお客さまを魅了するには、信頼を超
えた何か、実利だけではない感情的な何かが 
必要です。それはブランドへの愛着や、私たちの
ファンと言ってもいいかもしれません。こうした
情緒的な無形資産が、今後のグループの鍵を握
るような気がしてなりません。私たちの考えや 
取り組みに共感を得て、皆さまから愛される企業
グループになる――。そのために、これからも 
絶え間ない価値創造を続けてまいります。

価値に変え、企業価値を高めることでサステナ 
ブルな成長を実現することにあります。社会に対
する影響の大きさを表す企業価値は、すべての 
ステークホルダーの満足度の総和で成り立つと考
えており、お客さま満足、株主・投資家満足、 
地域・社会満足、取引先・パートナー満足、従
業員満足という「5つの満足度」を掲げ、この輪を
広げていくことで、私たちは企業価値の向上に取
り組んでいます。

私たちが価値を創造し続ける企業グループで
あるためには、あらゆるステークホルダーから信

「Call」では、働き方の変化に柔軟に対応できる可変的なオフィスを採用。緊急事態宣言解除後、すみやかに 
約2メートルの座席間隔を取れるレイアウトに変更し、ソーシャルディスタンスを確保しました。時差出勤や在宅
勤務も併用しつつ、感染リスクを抑えることで、事業継続性を高めています。

コロナ禍における主な取り組み

グループ 
従業員の 

交流スペース

可変性を保持する
オフィスレイアウト

ソーシャル
ディスタンス

の例
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施設内データを集計・可視化したWebアプリ
ケーションを、管理スタッフのグループアプリ
とも連携し、「効率的なビル管
理」や「セキュリティ向上」を実
現します。また、ロボット活用
による清掃・警備業務の省力
化をはかり、人とビルが共存す
るスマートビルを実現します。

東急不動産と鹿島建設が手掛ける「東京ポートシティ竹芝オフィスタワー」は、最先端のテクノロジーを活用した都市型スマート 
シティの実現により、新たな国際ビジネス拠点として9月14日に開業。また、入居したソフトバンクと協業でビル内の状況をセンシング
や解析したデータをリアルタイムに活用する最先端のスマートビルを構築しました。

新しい生活様式へのご提案に向けた取り組み
東急不動産ホールディングスは、サステナビリティビジョンとして「社会課題の解決」を掲げており、常に社会課題と向き合い、
事業活動を通じて解決に取り組んでいます。新型コロナウイルス感染拡大により世の中が大きく変化し、
ウィズ コロナ時代の新しい生活様式が求められるなか、幅広い事業領域を活かし、新しい日常の提案を行うなど、
引き続き、さまざまな社会課題の解決に向けてグループ全体で事業に取り組んでまいります。

リアルタイムデータ活用で快適さを追求した最先端の都市型スマートビル

東京ポートシティ竹芝オフィスタワーTOPICS 1

自律移動警備 
ロボットSQ-2

施設内データ活用・ 
連携による効率的なビル管理

スマートビルマネジメントの実現

東京ポートシティ竹芝
オフィスタワー 外観

リアルタイム情報可視化で
混雑を回避した快適なワークスタイル

ニューノーマルな働き方の提案

リアルタイムデータ連動型
デジタルサイネージを活用

今欲しい情報を施設利用者へ提供

施設のお知らせに加えて、飲食店舗の空席情報を約30箇所の
デジタルサイネージ上に配信。また、施設内の混雑状況や外部
の交通情報などのデータと連動し、時間帯や空席率に応じて割
引や限定クーポンをデジタルサイネージ上に配信することで、
密を避け快適な利用を実現します。

東急不動産のオフィスビル入居テナントさまに実施したアンケート
では、トイレやエレベーターの待ち時間に課題があることが浮き彫
りになりました。館内のエレベーター
ホールには３Ｄセンサーを実装し、混雑
状況を可視化、「顔認証ゲート」とエレ
ベ ー ター の 渋 滞 を 緩 和 する「ELE- 
NAVI（エレナビ）」の連携により、忙しい
時間帯の混雑を緩和し、タッチレス・ス
トレスフリー な 利 用 を 可 能としま 
した。また、ビル内施設の混雑状況、 
気温・湿度といった環境情報等、リアル
タイムデータをオフィスワーカー向け
に配信します。

配信画像イメージ配信画像イメージ
7
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東急不動産は新型コロナウイルスの感染拡大を契機に在宅ワークが
急激に広がっている現状を踏まえ、「ブランズシティ世田谷中町」と「ブラ

ンズ浦和別所沼公園」の2物件に、コクヨと
の連携で協同開発した在宅ワーク向けオ
プション家具を備えたモデルルーム「テレ
ワークモデル」を設けました。壁面収納内
に設置したコックピット型のワークスペー
スは「小さくてもいいから仕事モードに入
れるスペースがほしい」「家族がいるリビン
グでは音が気になりオンライン会議に参加
しにくい」という商品企画インタビューの
声を受け、商品開発をしました。

東急不動産が提案する新しい『住まい方』

在宅ワークに対応した 
テレワークモデルの完成

TOPICS 2

ブランズシティ世田谷中町
コックピット型のワークスペース

東急不動産ホールディングスグループが提案する 
新しい『働き方』

全国複数のホテルで 
ワーケーションプランを開始

TOPICS 3

東急不動産と東急リゾーツ＆ステイ※は、新型コロナウイルスの感染拡大を契機に「働
き方改革」が進むなか、東急不動産ホールディングスグループが運営する全国複数のホ
テルで、旅先でリフレッシュしながらも仕事ができる「ワーケーション」プランを横断的に
開始しました。「旧軽井沢KIKYOキュリオ・コレクションbyヒルトン」や一部の「ホテル
ハーヴェスト」ではワーケーション専用プランを販売するほか、全国28店舗を展開する

都市型ホテル「東急ステイ」においても、アー
リーチェックインプランや、日中に客室をご利
用いただけるデイユースプランを販売していま
す。また、当社グループが経営する「ハイアット 
リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄」でも、
リモートワーク応援機材を含む専用プランを
提供しています。

不動産売買・賃貸のご相談及び物件の内見に

ビデオ通話による 
「オンライン接客」を全店舗で開始

TOPICS 4
東急リバブルは、新型コロナウイルス感染防止のため、対面による

接客機会を減らし、お客さまの不動産売買や賃貸ニーズに対応する
ために、オンライン接客を全国の売買・賃貸仲介店舗で導入しました。
ご自宅の査定や空室物件の内見、各種ご相談を非対面で行うことが
できます。新築マンション及び新築戸建販売でもオンラインによる 
モデルルーム見学、建物模型の説明や住宅ローン相談などに活用し、
海外や遠方にお住まいの方にも好評です。多様化するお客さまニー
ズに対応し、お客さまの利便性向上をめざしています。

営業担当

旧軽井沢KIKYOキュリオ・コレクションbyヒルトン
外観

売主・ 
貸主さま

オンライン接客イメージ

※  東急リゾーツ&ステイは、ウェルネス事業セグメントにおけるホテル・リゾート事業の関連会社（東急リゾートサー
ビス、東急ステイ、東急ステイサービス）を統合し、総合運営会社として2020年7月1日に発足しました。

Google は Google LLC の商標です。
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京セラ　
ダイヤモンド
ロールシャープナー

はちみつで作った 
果肉いっぱいのジャム 
3本セット

■  2020年度カタログギフト実施内容 
2020年度カタログギフトの商品申込は2020年10月末日に終了しました。

株主優待制度について
当社では、株主の皆さまに感謝の意を表するとともに、個人を中心とする投資家層の拡大を図り、より多くの方に
当社グループ事業への一層のご理解を賜ることを目的として2つの株主優待制度を導入しております。

株主優待制度について

● 継続保有株主優遇制度とは
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。
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・
スキー場でのお支払いにご利用可能な施設利用券、東急スポーツオアシスの 
ご利用券や食品、寄付等からお好きな一品をお選びいただけます。
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。

■ 継続保有期間や保有株式数に応じた贈呈区分は下記事例をご参照ください。

株主Bさま

2018年
3月末日

2019年
3月末日

2020年
3月末日

2021年
3月末日

2022年
3月末日

2018年
9月末日

2019年
9月末日

2020年
9月末日

2021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

株主Aさま 100 500 500 500 1,000100 500 500 500

2021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62022年度

株主 
Aさま

▲ 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。

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。

株主 
Bさま

▲ 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。

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。

2021年度

2022年度

2021年度

2022年度

単位：株

1. 継続保有株主優遇制度

カタログギフト
（5,000円相当）

カタログギフト
（2,000円相当）

ビタクラフト
ボヘミアンフライパン 26cm

米沢牛ビーフシチュー4袋入り

カタログギフト
（10,000円相当）

株主さまからのご質問

2020年度カタログギフト　ご寄付について（ご報告）
当社株式を継続してお持ちいただくと、

このようなメリットがあります。末永くご愛顧ください。

よくいただくご質問に
お答えいたします。

2020年度人気商品のご紹介

保有株式数 500株以上
1,000株未満

1,000株以上
5,000株未満 5,000株以上

贈呈品
カタログギフト

（2,000円相当）
カタログギフト

（5,000円相当）
カタログギフト

（10,000円相当）
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「セーブ・ザ・チルドレン」 
「セーブ・ザ・チルドレン」への寄付を選択された株主さまからの寄付金総額は、336,000円
（2020年10月末日現在）になりました。寄付金は「セーブ・ザ・チルドレン」に寄付し、緊急・人

道支援、保健・栄養、教育、子どもの保護、防災などの分野で活動につなげていきます。
●「セーブ・ザ・チルドレン」ホームページURL　https://www.savechildren.or.jp/

「宮城県」
ご飯に合う
贅沢三昧セット

寝返りを科学した枕 
ねるぐ

■  2020年度カタログギフト実施内容 
2020年度カタログギフトの商品申込は2020年10月末日に終了しました。

注） ご宿泊に伴う優待券は2種類あります。
※1 「ご宿泊優待券」はリゾートホテルのみご利用いただけます。
※2 「ご宿泊優待共通券」は東急ステイ、旧軽井沢KIKYOキュリオ・コレクションbyヒルトン、パラオ パシフィック  

リゾートにてご利用いただけます。
※3  平日は一組4名様まで、土日祝日は1名様。
※4  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。

● 株主様ご優待券とは
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
ネスクラブ等をご優待料金にてご利用いただけるご優待券です。 
年2回（6月末、12月上旬）発行しております。

1. 継続保有株主優遇制度 2. 株主様ご優待券

株式保有に関するお手続きやお問合せは、証券会社の口座で株式をお持ちの方は、お取引先の証券会社に、特別口座で株式をお持ちの方は、三井住友信託銀行  証券代行部までお申し出ください。

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。

種類 対象施設 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※1 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※2

東急ステイ 1泊1室

2枚 4枚 6枚 12枚
旧軽井沢KIKYO 
キュリオ・コレクション 

byヒルトン
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 ※3

2枚 4枚 6枚 12枚スキー場 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※4 カード 

（制限無）
1枚

（5%割引）
1枚

（5%割引）
1枚

（10%割引）

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。
A

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?Q
▲

  ご優待券とご案内を一冊にまとめ
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。

株式保有者の名義変更に伴い、株主番号が変
更になります。そのため、継続保有期間の起算は
株主番号変更直後の3月末日からになります。

A

相続により株式を保有しました。 
継続保有期間の起算はどうなりますか？
Q

一般的には株主番号が変わる可能性があるケースとして以下があげられます。A
株主番号が変わるのはどのような場合ですか？Q

● 株主名簿の登録が変更された場合
（例） ●  相続などにより株式の名義人が変更になった場合
 ●  株式をお預けの証券会社を変更された場合

● 株主名簿の登録から外れた後に、再度登録された場合
（例） ●  保有株式を全て売却し、割当日までに株式を買い戻した場合
 ●  株式をお預けの証券会社で保有株式の全てを売却し、別の証券会社で株式を買い戻した場合

「緑をつなぐプロジェクト（森林保全活動）」 
「緑をつなぐプロジェクト」への寄付を選択された株主さまからの寄付金総額は、

83,000円（2020年10月末日現在）になりました。寄付金は「緑をつなぐプロジェクト」を
通じて地方公共団体に寄付し、森林保全活動につなげていきます。
●「緑をつなぐプロジェクト」ホームページURL　http://tokyu-midori.com/

カタログギフト
（5,000円相当）

カタログギフト
（10,000円相当）

株主さまからのご質問

2020年度カタログギフト　ご寄付について（ご報告）
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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 77,562,030,000円
従 業 員 数 連結22,953名（2020年3月31日現在）
ホームページアドレス https://www.tokyu-fudosan-hd.co.jp/
所 在 地 〒150-0043

東京都渋谷区道玄坂1-21-1 

株式の状況

取締役会長 金指　　潔
代表取締役副会長 大隈　郁仁
代表取締役社長 社長執行役員 西川　弘典
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 岡田　正志
取締役 執行役員 木村　昌平
取締役 執行役員 太田　陽一
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 新井　佐恵子※1

取締役 小笠原　倫明※1

執行役員 三木　克志
執行役員 吉浦　勝博
執行役員 木村　成一
執行役員 星野　浩明
執行役員 西村　和浩
執行役員 亀島　成幸
常勤監査役 持田　一夫
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

※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） 持株比率は、自己株式273,133株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 719,830,974株
株主総数 112,846名
単元株式数 100株

所有者別分布状況
個人その他
17.41%
125,324,322株
111,090名

個人その他
17.41%
125,324,322株
111,090名

金融機関
32.74%
235,676,498株
82名

金融機関
32.74%
235,676,498株
82名

その他国内法人　
17.07%
122,850,122株
764名

その他国内法人　
17.07%
122,850,122株
764名

外国法人等
27.71%
199,440,249株
856名

外国法人等
27.71%
199,440,249株
856名

金融商品取引業者
5.04%
36,266,650株
53名

金融商品取引業者
5.04%
36,266,650株
53名

自己名義
0.04%
273,133株
1名

自己名義
0.04%
273,133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（％）
東急（株） 114,379 15.90
日本マスタートラスト信託銀行（株）（信託口） 57,654 8.01

（株）日本カストディ銀行（信託口） 36,442 5.06
三井住友信託銀行（株） 16,008 2.22
ＳＭＢＣ日興証券（株） 15,159 2.11
第一生命保険（株） 14,918 2.07
STANDARD LIFE ASSURANCE 
LIMITEDーPENSION FUNDS 12,000 1.67

（株）日本カストディ銀行（信託口５） 11,179 1.55
（株）日本カストディ銀行（信託口７） 10,982 1.53
ジェーピー モルガン チェース バンク 385781 10,069 1.40

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
https://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） https://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
株主さま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さまは、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
なかった株主さまには、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。

お知らせ

会社概要／株式の状況 （2020年9月30日現在）
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