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不動産業では、オフィスビル市場は、コロナ禍に
おける経済活動の停滞等からオフィス集約・縮小
の動きがある反面、在宅勤務の普及や働き方改革
の進展など新たなニーズに対応した次世代型 
オフィスの需要は概ね安定的に推移しました。 
次に不動産投資市場は、我が国市場における投資
家の物件取得意欲は総じて高く、また分譲住宅市
場でも立地や利便性に優れた物件へのニーズは
根強く、いずれも取引価格が底堅く推移しました。
一方、ホテル・リゾート関連市場や都心部の商業
施設などは、インバウンド需要の消失や外出自粛
の影響から、厳しい状況が続きました。

当社グループでは、インフラの一翼を担う立場を
重く受け止め、お客さまや従業員の感染防止に 
全力で取り組みながら事業活動の継続に注力して
まいりましたが、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の影響を受け、売上高
は9,077億35百万円（前期比5.8％減）、営業利益は
565億17百万円（前期比28.7％減）、経常利益は
465億55百万円（前期比31.0％減）、親会社株主に
帰属する当期純利益は216億68百万円（前期比
43.9％減）となりました。

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

トップインタビュー

当社グループは本年５月に、2030年を見据えた

長期ビジョン「GROUP VISION 2030」を策定、
公表いたしました。また、その推進にあたって、 
当社グループが重視していく価値創造への取り 
組みテーマ（マテリアリティ）を抽出したうえで、
これを踏まえた全社方針や事業方針、重点戦略 
を「長期経営方針」に取りまとめました。長期ビ 
ジョン及び長期経営方針の概要は、本報告書の 
特集記事でご説明しております。ご高覧いただけ
ましたら幸いでございます。

本方針の初年度となる第９期は、３回目の緊急
事態宣言が発出されるなど、引き続きパンデミッ
クの影響を見積もりにくい状況にありますが、 

私たちは、事業活動を通じて社会課題を解決し、
ステークホルダーとともに、サステナブルな社会と成長をめざします。
魅力あふれる多彩なライフスタイルの創造を通じて、
誰もが自分らしく、いきいきと輝ける未来を実現します。

長期ビジョン「GROUP VISION 
2030」と第９期見通し

第８期を振り返って

価値を創造し続ける企業グループへ 西川 弘典
代表取締役社長

特集  3～6ページをご参照ください。
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私たちは、「価値を創造し続ける企業グループ
へ」をありたい姿と定め、2030年に向けた価値創
造のありかたとして、魅力あふれる多彩なライフ
スタイルの創造、ＤＸがもたらす新しい感動体験、
脱炭素社会への貢献などを通じて、誰もが自分 
らしく、いきいきと輝く未来の実現を目指して 
まいります。私たちはこの志を、グループのコーポ
レートカラーであるグリーンと重ね、「WE ARE 
GREEN」というメッセージに込めて発信を開始い
たしました。「GROUP VISION 2030」及び「長期
経営方針」のもと、お客さま、お取引先さまから 
未来社会まで、当社グループを取り巻くステーク

売上高 1兆400億円

営業利益 800億円

経常利益 665億円

親会社株主に帰属する当期純利益 300億円

■ 第９期（2021年度）業績予想

売上高の推移 （全社・消去除く）

（単位：億円）

第8期
2021年3月期

167
352

■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

9,077

3,049

1,463

1,848

1,284
876
632

第7期
2020年3月期

9,632

2,926

1,363

1,908

1,314
1,145
966

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
1,097
投資その他
の資産
3,570

第8期
2021年3月31日

第7期
2020年3月31日

流動資産
10,050

固定負債
16,445

流動負債
3,990

純資産
6,087

有形
固定資産
11,805

総資産 26,523

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

（単位：億円）

第8期
2020年4月1日～2021年3月31日

現金及び
現金同等物の
期首残高

970

現金及び
現金同等物の
期末残高

1,895

投資活動による
キャッシュ・フロー
△1,160

営業活動による
キャッシュ・フロー
1,004 1,083

財務活動による
キャッシュ・フロー

△3

現金及び
現金同等物
に係る
換算差額

現時点で想定される影響を織り込み、業績見通し
を以下のとおり算出いたしました。今後、コロナ
収束の時期によって変動の可能性はございます
が、事態の鎮静化後は速やかに、コロナ前の 
業績、利益へV字回復を実現していくことを目指
し、鋭意取り組んでまいります。

ホルダーの皆さまの満足度向上に取り組み、長期
持続的な成長の実現を目指してまいります。

株主還元につきまして、第８期の期末配当は、
安定的な配当の維持継続の観点で１株につき 
８円を継続とさせていただきました。また、第９期
以降の配当方針は、当面の配当性向の目標を従前
より一段高めた30％以上に設定するとともに、 
引き続き安定的な配当の維持継続に取り組んで
いくこととしております。

当面、先行きの見通しにくい状況が続くものと
思われますが、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

開発プロジェクトの新規稼働、再生可能エネルギー事業の稼働案件増加等により都市事業で増収も、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の影響を受けたことから対前期555億円減収

POINT1  

売上高
販売用不動産の増加や開発中のプロジェクトの進捗に
よる固定資産の増加等から、対前期末1,649億円増加

POINT2  

総資産
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ニューノーマルの広がり、ワー
クスタイルの多様化、ソーシャ
ルで環境意識の高い未来世
代の台頭。あらゆる価値観が
変化し、VUCA※の時代といわ
れる不確実で先が読めない 
世界に私たちはどうありたい
か？どこへ向かっていくのか？
住まい方・働き方・過ごし方 
を融合させたライフスタイル 
創造も、DXがもたらす新しい
感動体験も、脱炭素社会への
貢献も、私たちが持つ多様な
グリーンの力で実現していく。
誰もが自分らしく、いきいきと
輝ける未来をつくるために。 
私たちは、価値を創造し続ける
企業グループをめざします。

長期ビジョン特 集 価値を創造し続ける企業グループへ
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始動！

将来の長期的な経営環境について、新型コロナウイルスのパンデミックや急激なデジタル化の加速、脱炭素社会の進展、生活スタイルの多様化など、
「VUCA※」といわれる不確実で先が読みにくい時代が続くものと認識しています。このような環境認識のもと、サステナブルな成長を実現するため、従来型
の積み上げ型による計画ではなく、バックキャスト発想で10年後の当社グループのありたい姿を見定め、長期ビジョン「GROUP VISION 2030」の策定と
理念体系の再整理を行いました。
私たちは「WE ARE GREEN」をスローガンに、多様なグリーンの力でさらなる成長を実現するべく、すべてのステークホルダーへの価値創造に取り組みます。

※ 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指す。

長期ビジョン策定の背景と目的

4
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価値創造への取り組みテーマ（マテリアリティ）

ありたい姿を実現するために、重視する社会課題から抽出した6つのテーマに取り組みます。

めざす価値創造
魅力あふれる多彩なライフスタイルの創造を通じて
誰もが自分らしく、いきいきと輝ける未来の実現

成長を加速する
ガバナンスをつくる
あらゆるステークホルダーから信頼される
グループとして、経営の透明性・公平性を
高め、企業価値の持続的向上をめざします。

デジタル時代の
価値をつくる
デジタル技術の活用により、 
ビジネスモデル変革に取り組み、 
新しい顧客体験価値を創出します。

多様な人財が活きる
組織風土をつくる
人権を尊重し、多様な人財が 
能力を発揮できる組織風土により、 
イノベーションを生み出し続けます。

ありたい姿

価値を創造し続ける企業グループへ

長期ビジョン 始動！

ウェルビーイングな
街と暮らしをつくる
安心安全で快適な生活インフラの構築、 
共助コミュニティの創造により、 
誰もが幸せを感じられる社会を実現します。

サステナブルな
環境をつくる
環境先進企業として、気候変動などの 
地球規模の課題に取り組み、 
脱炭素社会・循環型社会をつくります。

多彩な
ライフスタイルをつくる
住まい方・働き方・過ごし方を融合させた

「ライフスタイル創造3.0」を推進し、 
心身ともに活力ある生活を実現します。

ありたい姿

特 集 価値を創造し続ける企業グループへ

5
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https://www.tokyu-fudosan-hd.co.jp/ir/mgtpolicy/plan/長期ビジョンの詳細は、

強固で独自性のある事業ポートフォリオの構築

長期経営方針

経営基盤の強化

財務資本戦略 人財・組織風土 ガバナンス

全社方針

環境経営 DX

知的資産活用 パートナー共創

重点戦略 1. 魅力ある都市のプロデュース
2. 環境関連ビジネスの強化
3. BtoC事業のデジタル変革
4. 新領域ビジネスの創造

事業方針

マテリアリティを踏まえて想定した長期経営方針を推進し、ありたい姿を実現します。

現状の課題認識を踏まえ、長期視点
であらゆる事業を見直すとともに 
経営の羅針盤となる考え方を明確
化することで、サステナブルな成長
を実 現し、株 主 価 値・企 業 価 値の 
向上をめざします。

長期経営方針の骨子

価値を
創造し続ける

企業グループへ

ありたい姿の実現
GROUP VISION 2030における長期経営方針
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東急不動産は2014年から再生可能エネルギー発電事業を開始し、「ReENE（リエネ）」のブランド名で 
太陽光発電や風力発電などを全国展開しています。これまでの大型不動産開発のノウハウを活用し、2021年
4月末現在、開発中を含め全国に57事業の再生可能エネルギー発電所を展開しており、合計定格容量は
1,150メガワット（MW）と原子力発電所1基分を超える発電容量に達しております。合計投資額が2,300億
円を超えるなど、再生可能エネルギー発電事業者として国内有数の規模に成長してまいりました。

2021年４月には「渋谷ソラスタ」をはじめ「広域渋谷圏」のオフィスビル・商業施設の計17施設で使用する
電力を再生可能エネルギー利用に切り替えました。今回の切り替えで 
年間約19,000MWhの再生可能エネルギーを利用し、CO2削減量は 
年間約9,400トン（一般家庭の電力由来の年間CO2排出量4,825軒分に
相当）を見込みます。

2019年４月に不動産業では初めて「RE100※」に加盟した同社では、
今回の広域渋谷圏での取り組みを契機に、RE100の達成目標を当初の
2050年から2025年とし、25年もの大幅な前倒しを行います。

今後も、再生可能エネルギー発電事業の推進と活用をはじめとして、
すべての事業を通じた環境負荷低減に取り組みながら、環境に寄与する
快適な街と暮らしの創造を進めてまいります。

当社グループ各社が、「価値を創造し続ける企業グループ」の実現に向けて推進する、 
事業活動を通じた社会課題解決への取り組み事例をご紹介いたします。

再生可能エネルギー利用を拡大

自社発電を活用し、 
年間約9,400トンのCO2を削減

TOPICS 1

リエネ長南太陽光発電所(千葉県長生郡長南町)

ReENE（リエネ）について

同社は、ReENE（リエネ）という事業ブ
ランドで、再生可能エネルギー発電事業
を展開しています。「Re-creating the 
Value（未来に、新しい価値を）」と「Edit 
Next Energy（次の時代を作るエネル
ギーを）」という2つの志を組み合わせ、
2018年に誕生しました。

https://tokyu-reene.com/
ReENE ホームページ※ RE100とは： 事業活動で消費する電力を100％再生可能エネルギーで調達することを目標と 

する国際的なイニシアティブ。 リエネ銭函風力発電所（北海道小樽市）

誰もが自分らしく、
いきいきと輝ける未来をめざして
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東急住宅リースは、首都圏を中心に関西、名古屋、福岡に拠点を置き、
一棟マンション、分譲マンション（一戸）、戸建、オフィス、店舗等、幅広く
賃貸管理事業を展開しています。

2015年4月の営業開始当初、賃貸管理戸数約7万5千戸であったとこ
ろから、約5年で約35％増の10万戸に到達しました。営業収益、営業利益
は営業開始以後5期連続して増収増益を確保し、堅調に推移しています。
事業所数については5年間で倍増しました。

個人、一般事業法人、不動産投資法人、海外投資家と、多様な属性の不
動産オーナーさま、また、入居者さまに対し、ITを活用した様々なサービ
スを提供しています。

東急住宅リースの賃貸管理

営業開始5年で賃貸 
管理戸数10万戸突破 !

TOPICS 2 東急コミュニティーとロボットベンダーが共同開発

ロボットのためのエレベーター 
乗降用制御装置を開発

TOPICS 3
ビル管理業界では、清掃業務をはじめとした諸業務での深刻な労働力不足と、「非接

触」や「密を回避した新しい働き方」への対応が求められています。
東急コミュニティーはロボットベンダーと共同で、国内主要メーカーに対応できる汎

用性の高いロボット用エレベーター制御装置の開発を進めています。次世代型各種自
律走行ロボットのエレベーター自動乗降を実現し、取り組
みに賛同する企業を募りながら、ビルやホテルなどにおい
て様々なロボットが建物の全てのフロアを安全かつ自由に
行き来することのできる、人とロボットの理想的な共存環
境を創出すると共に、高い技術力に裏付けられた安心・安
全な建物管理環境の実現を目指してまいります。

新しい形のトレーニング体験

“ジムを持ち歩く” LIVEアプリ  
「WEBGYM LIVE」

TOPICS 4
「Well-being First!」をミッションに掲げる東急スポーツ

オアシスでは、巣ごもり生活における運動不足から健康維
持へのニーズが高まる中、誰もが身体的にも精神的にも健
やかな毎日を過ごせる社会を目指し、一人ひとりの生活、生
き方に合わせたサービスのご提供に取り組んでおります。

同社が運営するスタジオレッスンLIVE配信アプリ『WEBGYM LIVE』（iOS版）では、
自宅トレーニングコンテンツの増設に加え、チャット機能の搭載により、参加者のモチ
ベーションアップを図ると共に、LIVEレッスンの拡張性と可能性を追求しております。

今後も「新しいフィットネス体験」によるインストラクターや参加者同士の「繋がり」・
「楽しさ」を提供することで、これから進むであろう「新しい運動様式」に対応しながら、
多くの方の心身の健康に寄与するようなサービスのご提供を進めてまいります。

エレベーターを 
自動乗降するロボット

不動産オーナー向け 所有する不動産の収支をオンラインで確認できるwebサイト・アプリ

入居者向け 暮らしに役立つサービスの優待価格での利用や、入居する建物に 
関する情報確認、解約申請等ができるwebサイト・アプリ

入居希望者向け 入居申し込みをweb上で行えるwebサイト

このように多様なニーズに応えることを大切にし、業容を拡大してまい
りました。今後も継続してお客さまのご期待に応えるサービスを展開して
まいります。

https://www.sportsoasis.co.jp/webgym_live/WEBGYM LIVE ホームページ

管理戸数 推移

（単位：戸）

2020年7月

100,000

2015年4月
（営業開始時）

75,000

2016年3月

79,000

2017年3月

83,000

2018年3月

87,000

2019年3月

93,000

2020年3月

99,000
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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。

［ 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、フィットネス 
クラブのご利用券や食品、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。

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

■ 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さまの
保有株式数

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さまの
保有株式数 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

単位：株

1. 継続保有株主優遇制度

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。

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。

 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よくいただく
ご質問

お申込み期限
2021年

10月末日

カタログは
商品が届くまで
大切に保管して

ください。

「宮城県」
ご飯に合う
贅沢三昧
セット

西川  洗える 
肩口フィット枕

■  一例　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月末日に終了しております。

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）

米沢牛ビーフシチュー 
4袋入り

ビタクラフト   
ボヘミアン 
フライパン  26cm

八木澤商店  
醤油・味噌セット

ワンセグ 
エコＴＶ

カタログギフト
（2,000円相当）より カタログギフト

（5,000円相当）より

カタログギフト
（10,000円相当）より

9
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■ 新規対象施設のご案内

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、nol kyoto sanjo、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ホテル・ゴルフ
場・スキー場・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。

2. 株主様ご優待券 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

nol kyoto sanjo 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。

東急スポーツオアシス本厚木店、心斎橋EAST24Plus 
営業終了のご案内

東急スポーツオアシス本厚木店、心斎橋EAST24Plusは、2021年
6月末日に営業を終了いたします。
永きにわたり多くの皆さまにご利用いただき、誠にありがとうござ
いました。

「nol kyoto sanjo」では、旅先での日常に触れながら「自分らしく、
普段通りに、その地域を楽しめる」ホテルをめざし、お客さまが様々
な選択肢の中から、自分に合った体験をしていただけるよう、数多く
のサービスをご用意いたしました。コロナ禍でも安心して、居心地の
良い客室でのひととき、宿泊者専用「町家ラウンジ」、一歩外に出れ
ば京都三条ならではの体験をお楽しみいただけます。

nol kyoto sanjo （ノル キョウト サンジョウ）

Naturally  
自分らしく、自然体で

Ordinarily  
普段通り、 
暮らす様に過ごし

Locally  
その土地の日常に触れる

 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

10

010_7099601302106.indd   10010_7099601302106.indd   10 2021/06/11   9:41:442021/06/11   9:41:44



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23,411名
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

役員 （2021年6月25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） 持株比率は、自己株式274,292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 106,068名
単元株式数 100株

所有者別分布状況
個人その他
15.94%
114,708,574株
104,376名

個人その他
15.94%
114,708,574株
104,376名

金融機関
34.73%
250,027,398株
73名

金融機関
34.73%
250,027,398株
73名

その他国内法人　
16.97%
122,191,173株
724名

その他国内法人　
16.97%
122,191,173株
724名

外国法人等
29.32%
211,041,697株
848名

外国法人等
29.32%
211,041,697株
848名

金融商品取引業者
3.00%
21,587,840株
46名

金融商品取引業者
3.00%
21,587,840株
46名

自己名義
0.04%
274,292株
1名

自己名義
0.04%
274,292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） 114,479 15.91
日本マスタートラスト信託銀行（株）信託口 67,167 9.33

（株）日本カストディ銀行（信託口） 44,651 6.21
三井住友信託銀行（株） 16,008 2.22
STANDARD LIFE ASSURANCE 
LIMITEDーPENSION FUNDS 15,856 2.20

第一生命保険（株） 14,918 2.07
SSBTC CLIENT OMNIBUS 
ACCOUNT 12,615 1.75

（株）日本カストディ銀行（信託口７） 11,839 1.65
ザ バンク オブ ニューヨーク 133972 10,750 1.49
JPモルガン証券（株） 9,502 1.32

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

取締役会長 金 指 　 　 潔
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
代表取締役 副社長執行役員 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 貝 阿 彌 　 誠※1

取締役 新井　佐恵子※1

取締役 小笠原　倫明※1

取締役 三 浦 　 　 惺※1

取締役 星 野 　 次 彦※1

取締役 定塚　由美子※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 小 玉 　 　 潤
常勤監査役 持 田 　 一 夫
常勤監査役 橋 詰 　 雅 彦
監査役 武 智 　 克 典※2

監査役 仲 澤 　 孝 宏※2

会社概要／株式の状況 （2021年3月31日現在）
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