
 事業セグメント  主な事業 営業利益（損失）推移 営業収益推移  グループ会社  参照ページ

ビル事業

住宅事業

アセットサービス事業

その他事業

海外事業
中国・アジア新興国における 

不動産開発
東京建物（上海）房地産咨詢有限公司
Tokyo Tatemono Asia Pte. Ltd.

シニア事業 高齢者向け住宅、介護サービス
東京建物シニアライフサポート株式会社
東京建物スタッフィング株式会社

保育事業 保育所 東京建物キッズ株式会社

リゾート事業 リゾートホテル、温浴施設、ゴルフ場 東京建物リゾート株式会社

不動産ファンド事業 不動産投資商品
東京建物不動産投資顧問株式会社
株式会社東京リアルティ・インベストメント・マネジメント

ビル事業

オフィスビル
都市型コンパクト商業施設
都市型ホテル
物流施設

東京不動産管理株式会社
東京ビルサービス株式会社
新宿センタービル管理株式会社
株式会社プライムプレイス
西新サービス株式会社

不動産流通事業
仲介
賃貸管理 

アセットソリューション

東京建物不動産販売株式会社
日本レンタル保証株式会社

駐車場事業 時間貸・月極駐車場
日本パーキング株式会社
株式会社パーキングサポートセンター

住宅事業
分譲マンション
賃貸マンション

株式会社東京建物アメニティサポート
株式会社イー・ステート・オンライン

東京建物の事業
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ビル事業

 大規模再開発事業の推進 長期保有

都心プライムエリアにおける再開発事業を積極的に推進
し、競争力の高いオフィスビルを開発することによって、収
益基盤のさらなる強化を図っています。東京駅周辺エリア
では、当社本社ビルを含む「東京駅前八重洲一丁目東地
区市街地再開発事業」をはじめとする複数の再開発を推進
しています。再開発により国際都市東京の玄関口である
八重洲エリアにおいて、さらなる賑わいを創出することで、
東京の国際競争力向上に寄与するとともに、当社保有ビ
ルの資産価値向上にも寄与します。

11  東京駅前八重洲一丁目東地区市街地再開発事業
国際空港や地方都市を結ぶ
大規模バスターミナルを整
備することで、交通結節機能
をさらに強化するだけでなく、
カンファレンスや外国人にも
対応する医療施設などの導
入により、国際的中枢機能の
強化も図ります。

具体的な取り組み

 競争力の高いポートフォリオの実現 長期保有

当社のオフィスビルポートフォリオは「近・新・大」の競争
力の高いビルを中心に構成されています。生産性向上・
ワークスタイルの変化に伴いこうしたビルに対するニーズ

はますます高まっており、早期のテナントリーシングや賃
料増額改定の実現による内部成長につながっています。

 東京駅周辺エリアに多数のオフィスビルを保有 長期保有

グローバルな都市間競争や国内のエリア間競争が一層 

激しさを増す中、日本における交通・ビジネスの中心地で
あり、今後のさらなる発展が期待される東京駅周辺エリア

にフォーカスし、多数のオフィスビルを保有、再開発案件
も複数推進しています。

 八重洲・日本橋・京橋エリアのイノベーション活性化 長期保有

国際都市間競争において東京の地位を高めるには、エリア
の魅力を向上させる取り組みも重要と考え、まちづくり活
動を推進しています。その一環として、当エリアにおける
イノベーション・エコシステムの構築を進めるべく、2017

年7月には多様な働き方を実現するためのシェアオフィス

「＋OURS」、2018年4月にはスタートアップの成長支援を
行う「xBridge-Tokyo」、2018年12月には持続可能な都
市・社会づくりを行うためのオープンイノベーション拠点
「City Lab TOKYO」を開設し、エリア内へのイノベーティ
ブな人材の誘致と協業の促進を図っています。

ビル事業（長期保有ビジネスの取り組み）

事業内容

国際都市東京を中心に、都市開発事業、オフィスビル開発・運営
事業のほか、施設運営業務、建物・設備管理業務、修繕工事業
務等のサービスを提供しています。オフィスビルを利用する 

お客様に、ハード面のクオリティのみならず、ソフトやサービス
の面でも「安全・安心・快適」を感じていただけるよう、グループ
一体となって取り組んでいます。

事業環境 機会 •  ワークスタイルの変化に伴うオフィスニーズの多様化
•  人材の維持・確保、生産性向上、BCP対応を企図したオフィスニーズの高度化
•  規制緩和に伴う大型再開発の事業機会の増加

リスク •  エリア間競争の激化
•  人手不足などによる建築費等の高騰

優位性 •  豊富な大規模再開発の実績とノウハウ
•  エリアの価値を高めるまちづくり活動の実績ならびに強力なテナントリーシング力
•  都心好立地、特に東京駅周辺にオフィスビルを多数保有する競争力の高いポートフォリオ

今後の戦略

•  良好なテナントリレーションを構築し、賃料増額改定による内部成長を実現
•  まちづくり活動（エリアマネジメント）を推進し、八重洲・日本橋・京橋をはじめとする 

当社保有ビル周辺エリアの魅力を高め、さらなる競争力を強化
•  東京駅周辺など都心好立地における市街地再開発事業を推進し、収益基盤を拡大

基準階面積別 賃貸面積比率 

%

築年数別 賃貸面積比率 

%

所在地域別 賃貸面積比率 

%

中野セントラルパーク サウス

 1,000坪以上   21.0
  500坪以上 
1,000坪未満   39.4
  300坪以上 
500坪未満   18.1
 300坪未満   21.5

 築10年未満   62.2
  築10年以上 
20年未満   2.8
  築20年以上 
30年未満   12.9
 築30年以上   22.1

 都心3区   45.2
 渋谷区、新宿区   15.7
  23区 
（都心5区除く）   16.3
  首都圏 
（23区除く）   2.7
 その他   20.0

4 10

東京駅周辺エリアにおける主要保有ビル（※持分保有含む）

 開発中プロジェクト 竣工年度
11 東京駅前八重洲一丁目東地区市街地再開発事業 2025年（予定）
12 八重洲一丁目北地区再開発（南街区） 2030年（予定）

 東京駅周辺エリア：オフィスビル 竣工年度
1 JAビル、経団連会館 2009年
2 大手町フィナンシャルシティ グランキューブ 2016年
3 大手町フィナンシャルシティ（ノースタワー） 2012年
4 大手町タワー 2014年
5 日本橋TIビル 2012年
6 東京建物日本橋ビル 2015年
7 東京建物八重洲ビル 2011年
8 東京建物本社ビル 1929年
9 京橋エドグラン 2016年
10 東京スクエアガーデン 2013年
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ビル事業 ビル事業（回転ビジネスの取り組み）

事業内容

周辺地域で暮らす人・働く人の利用ニーズと不動産への投資
ニーズの両方に着目し、立地条件・地域特性に合わせ、都心部
においては商業施設やホテル、地方中心都市では中規模オフィ
スビル、都心近郊から郊外までのニーズに合わせた物流施設 

などを開発、稼働後に投資家向けに販売する事業を推進してい
ます。

事業環境 機会 • インバウンド関連市場の拡大
• eコマース市場の拡大

リスク •  競争激化による用地取得環境の変化
•  不動産投資環境の変化に伴う投資市場の停滞

優位性 •  グループ間の連携に加え、金融機関や既存取引先など多岐にわたる情報ルート
•  多様なアセットタイプの開発実績・ノウハウ、強いテナントリーシング力

具体的な取り組み

 投資家向け販売を企図した資産残高の拡大 回転

当社グループの情報ルートを活かして多様な開発機会を
捉え、立地条件や地域特性、利用ニーズ・投資ニーズに合
わせて企画・開発しています。インバウンド需要の高まり
に着目した都市型ホテルの開発やEC市場の拡大に着目し
た物流施設の開発などにより、着実に資産残高を拡大さ 

せています。これらの物件は開発後、一定期間稼働させた
のちに不動産取引市場の環境や当社の業績状況などを総
合的に勘案しながら投資家向けに販売していく方針です。

（仮称）久喜物流センタープロジェクト（外観イメージ）

今後の戦略

•  情報ルートを活かした案件取得によりさらなる開発機会を獲得 

•  都心・地方部を問わず、繁華性の高いエリアでは商業施設や都市型ホテル、 
利便性の高いエリアでの中規模オフィス、湾岸部や郊外部における物流施設など、 
立地特性と需要にマッチした物件を開発 

•  開発後、マーケット環境や業績を見ながら機動的な売却により開発利益を獲得

FUNDES上野

 都市型コンパクト商業施設 回転

都市型コンパクト商業施設「FUNDES（ファンデス）」シ
リーズは、地域に密着した施設として「食」、「遊」の観点か
ら、ここだけにしかない利便性と楽しさを提供します。
「FUNDES上野」は、上野の新たなスポットとして、ビジネ
スパーソンや観光客など幅広いお客様に楽しんでいただ
ける店舗が出店しています。

 都市型ホテル 回転

インバウンドを中心としたトラベルユースに加え、ビジネスユースが見込める都心
部もしくは地方中心都市で開発しています。当社は直接運営は行わず、開発後は
運営会社に長期にわたり賃貸するスキームとしています。用地取得の検討段階か
らホテル運営会社の出店ニーズを把握することで稼働リスクを避けることができる
とともに、キャッシュ・フローを安定化させることでJ-REITなど投資家にとって取得
しやすい物件にしています。

 物流施設 回転

eコマース市場の拡大等により、都市近郊で物流施設ニーズが高まっていることや、投資対象としての物流施設の地位が
確立されたことを受け、当社のノウハウを活かした物流施設開発事業を推進しています。ビル事業 販売用不動産残高推移 

億円

都市型コンパクト商業施設一覧
エリア 物件名 竣工（予定）時期
水道橋 FUNDES水道橋 2015/7

神保町 FUNDES神保町 2016/11

上野 FUNDES上野 2017/7

天神（福岡） TENJIN249 2018/7

五反田 FUNDES五反田 2019/7

銀座 FUNDES銀座 2019/11

都市型ホテル一覧
エリア ホテル名 ホテルオペレーター 客室数 竣工（予定） 

時期
六本木 カンデオホテルズ東京六本木 （株）カンデオ・ホスピタリティ・マネジメント 149 2017/9

銀座 ザ・スクエアホテル銀座 ソラーレホテルズアンドリゾーツ（株） 182 2018/8

浅草 ホテルグレイスリー浅草 藤田観光（株） 125 2018/9

御堂筋 ザ・ビー大阪御堂筋 （株）イシン・ホテルズ・グループ 306 2019/2

大宮 （仮称）カンデオホテルズ大宮 （株）カンデオ・ホスピタリティ・マネジメント 321 2019/8

京都三条 未定 未定 122 2019/12

京都四条 未定 未定 106 2021年春
京都三条 未定 未定 未定 未定

物流施設一覧
種類 物件名 竣工（予定）時期
物流施設 （仮称）久喜物流センタープロジェクト 2020年秋
物流施設 未定（エリア：神奈川県綾瀬市） 未定
物流施設 未定（エリア：東京都あきる野市） 未定
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0

（仮称）カンデオホテルズ大宮（外観イメージ）

FUNDES神保町 FUNDES銀座（外観イメージ）
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住宅事業住宅事業

事業内容

「洗練」と「安心」をコンセプトに、首都圏を中心に「Brillia」 
ブランドで、分譲住宅事業と賃貸住宅事業を展開しています。
企画・開発から管理、修繕・リフォーム、仲介まで、お客様の快
適な生活につながるあらゆる業務を一貫して提供する独自の体
制によって、質の高い住まいを提供しています。

事業環境 機会 • ライフスタイルの多様化に伴い顧客ニーズが高度化・多様化
• 共働き世帯・単身世帯の増加による利便性重視傾向の強まり
• 都市部への人口流入によるコンパクトシティ化が進行

リスク •  用地取得競争の激化による地価の高騰、資材価格や労務費の上昇による建築費の高騰
•  人口減少による分譲住宅市場規模の縮小

優位性 •  国内No.1の顧客満足度評価、国内屈指のブランド評価
•  豊富な大規模再開発・建替え実績とノウハウ
•  製・販・管の一体化によるサービス供給体制

具体的な取り組み

 洗練と安心のマンションブランド「Brillia」 回転

東京都心部を中心に豊富な開発・供給実績を有する
「Brillia」は、住まいの企画・開発、管理、修繕、仲介、リノ
ベーション、ライフサポートといったサービスを統合して提
供しています。建築現場を契約者に実際に見ていただく

建築現場見学会を開催するなどの取り組みが評価され、オ
リコン顧客満足度調査にて、東京建物は新築分譲マン
ション首都圏2017・2018年の2年連続第1位を獲得し、
国内屈指の高いブランド力を示しました。

 利便性と質を追求した分譲マンションの開発 回転

用地の取得にあたっては、都心部を中心としながら、地方
では駅周辺部など利便性の高いエリアに限って厳選して
取得していく方針です。また、高度化・多様化したお客様

のニーズに対応すべく、製・販・管の一貫体制によって質
の高い住まいを提供していきます。

 再開発事業および建替え事業の推進 回転

木造家屋密集地などにおける都市再整備の必要性や、老
朽化マンションの増加に伴う建替えニーズの高まりに着目
し、再開発事業や建替え事業に注力していきます。地権者
や入居者との再開発・建替えに向けた合意形成が必要と
なるため、単純に用地を取得して開発する場合に比べ、 

難易度が高く時間がかかるものの、当社のデベロッパーと
してのノウハウや実績を活
かし、競争力の高い案件を
確保していきます。

 ブランド力を活かした賃貸マンションの開発 回転  長期保有

都心エリアを中心に賃貸マンション
に対する入居ニーズ・投資ニーズの
高まりを受け、「Brillia ist」ブランド
で賃貸マンションの開発を加速して
います。一部の大規模賃貸マン
ション以外については開発後、一定
期間稼働させたのちに不動産取引
市場の環境や当社の業績状況など
を総合的に勘案しながら投資家向
けに販売していく方針です。

計上戸数エリア別割合 

%
 東京23区   80.3
 都下   2.4
 その他首都圏  14.3
 関西ほか   3.0

物件名 総戸数 竣工（予定）時期
Brillia ist 北沢KEYAKI 44 2008/8
Brillia ist 西麻布霞町 21 2008/7
Brillia ist 中野セントラルパークレジデンス 17 2012/5
Brillia ist 中野新橋 42 2016/4
Brillia ist 上野御徒町 33 2017/11
Brillia ist 清澄白河 47 2018/1
Brillia ist 四谷本塩町 85 2018/6
Brillia ist 文京茗荷谷 43 2019/2
Brillia ist 千駄ヶ谷 149 2019/5
（仮称）西ヶ原1丁目PJ 75 2020/1
（仮称）両国1丁目PJ 85 2020/3
（仮称）曙橋駅前PJ 52 2020/4
（仮称）太平4丁目PJ 41 2020/10
（仮称）元浅草1丁目PJ 49 2020/12
（仮称）大橋二丁目PJ 約200 2023/9

賃貸マンション（投資家向け販売）一覧

Brillia Towers 目黒

今後の戦略

•  供給戸数ではなく利益率を重視し、利便性の高い立地など高いニーズが見込める 

土地を厳選して投資
•  高値掴みを避けながら競争力の高い案件を確保するため、再開発・建替え事業に注力
•  都心部におけるコンパクト賃貸マンションの開発を加速、稼働後投資家向けに機動的に 

売却

Brillia Tower 横浜 東神奈川 港区海岸一丁目建替えプロジェクト 
（外観イメージ）

Brillia 多摩ニュータウン

計上戸数・粗利益率推移 

戸 %
2,000 40

1,500 30

1,000 20

500 10

2016/12 2017/12 2018/12 2019/12（予想）

700

20.9
971 988

1,300

33.3
29.8
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Brillia ist 清澄白河

 計上戸数　  粗利益率

2018年12月期　988 戸計上
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不動産流通事業 駐車場事業アセット 
サービス事業

アセット 
サービス事業

事業内容

法人のお客様の不動産ニーズをサポートするホールセール 

仲介、個人のお客様の住み替えをお手伝いするリテール仲介と
いった仲介事業をはじめ、取得した不動産の価値を高めて販売
するアセットソリューション事業、オーナー様に代わって賃貸マン
ション・オフィスなどの管理を行う賃貸管理事業などを行ってい
ます。

事業内容

「NPC24H」ブランドを中心に、日本全国で約1,700か所、
68,000車室を超える駐車場を開発・運営しています。周囲の
環境や土地面積などの条件を考慮して最適な駐車場を開設・ 

提供しています。

事業環境 機会 •  不動産ストックの増加に伴う不動産流通量の増加
•  低金利を背景とした不動産投資ニーズの増加
•  資本効率向上を企図したCRE戦略（企業が保有する不動産の最有効活用）へのニーズの高まり

リスク •  不動産価格の高騰や景気の後退、金利の上昇等に起因する不動産購買意欲の低下

優位性 •  長年にわたり培ってきた顧客・金融機関とのリレーションと不動産の目利き力
•  東京建物グループのリソースを活用したワンストップソリューションサービスの提供

事業環境 機会 •  大規模再開発に伴う大型駐車場の運営機会の増加
• IoTの進展に伴う駐車場運営の効率化・サービスの向上

リスク • 地価高騰に伴う駐車場土地オーナーによる所有地売却・他用途への転用の加速

優位性 •  大型自走式駐車場の開発運営実績・ノウハウ
•  時間貸駐車場業界第3位の事業規模を活かした駐車場施設やシステムへの投資・開発力

SMARK（スマーク）伊勢崎

具体的な取り組み

 仲介事業の強化 ライト・ノンアセット

当社グループのさまざまな事業において長年にわたり関係
を構築してきた顧客および金融機関とのリレーションを活
用することで、ホールセール（法人）仲介を強化しています。

また、リテール（個人）仲介では、当社が過去にマンション
を多数供給したエリアに出店し、2次流通における仲介機
会を獲得しています。

 アセットソリューション事業の展開 回転

豊富な経験により培われた不動産の目利き力（＝価値を総
合的に判断する能力）を活かして、バリューアップの余地が
ある不動産を取得し、用途変更、改修・補修、権利関係の
整理や賃貸借条件の改善などによって不動産価値を向上
させ、投資家に販売しています。不動産マーケットを的確
に捉え、機動的に不動産を取得・販売していきます。

具体的な取り組み

 大型駐車場への積極的投資 ライト・ノンアセット

日本パーキングは、お客様の土地の有効活用のために 

土地を賃借して運営する形態に加え、土地や建物を保有し
て開発・運営する形態でも多くの駐車場を展開していま
す。特に大型自走式駐車場について高い運営ノウハウを
保有しているため、運営改善余地のある既存施設を取得
し、日本パーキングならではの工夫により収益力を高める
取り組みなどにも力を入れています。

 新システムの開発・導入 ライト・ノンアセット

業界第3位の事業規模を活かし、事前予約システムへの 

対応やキャッシュレス決済への対応などに向けて、独自に
システムを開発し、導入しています。そのほか、カーシェア

リング業者との提携や宅配ボックスの設置、各種ポイント
カード会社との連携など、顧客利便性の向上に資するサー
ビスへの対応を積極的に進めています。

今後の戦略 •  大型駐車場施設への積極的投資により効率的に事業規模を拡大
•  運営効率向上・顧客サービス向上に資する新システムの開発・導入により競争力を向上

今後の戦略
•  取扱件数・取扱高を増やすため、情報ルートを活用して顧客ニーズを積極的に獲得
•  目利き力を活かして付加価値を高められる案件を確保、マーケット環境に即した機動的な 

売却を推進

アセットソリューション保有資産残高推移
億円

駐車場車室数推移
車室
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NPC24H 立川緑町第2パーキング
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その他の不動産に関する事業その他事業

具体的な取り組み

 シニア事業 ライト・ノンアセット

少子高齢化の進行に伴い高齢者向け住宅へのニーズが 

拡大する中、「Brillia」の開発により長年培ってきた高品質
な住まいづくりのノウハウを活かし、「グレイプス」ブランド
でサービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームの開
発・運営を行っています。
　2018年には、介護人材派遣の会社を設立し、人材採用
機能を強化することで、安定的にサービス提供が可能 

な体制を整えました。2020年には、東京都港区北青山 

の都営青山北町アパート跡地において進めている賃貸住
宅・高齢者向け住宅・保育施設の複合開発プロジェクト
「（仮称）北青山三丁目地区まちづくりプロジェクト民活事
業」が竣工予定です。

 保育事業 ライト・ノンアセット

働く女性や共働き世帯の増加に伴い、待機児童の増加が
社会問題化するなど、保育ニーズの高まりに着目し、2016

年に保育事業に参入しました。需要の大きさに加えて行政
の後押しもあり、3年間で11施設を開業し、順調に施設数
を増やしています。
　2019年4月には、分譲住宅「Brillia 大山 Park Front」
内に「小規模保育園 おはよう保育園 大山西町」を開設す
るなど、他事業とのシナジーを発揮しています。

おはよう保育園 西巣鴨

海外事業その他事業

事業環境 機会 •  アジア諸国における高い経済成長に伴う富裕層および中間所得者層の増加
•  日本との協業を求める企業の増加、政府の外資取り込みの支援策強化

リスク •  経済情勢・政治情勢の変化、不動産関連規則の強化

優位性 •  中国の有力デベロッパー・万科グループとの10年以上にわたるリレーションと豊富な開発実績
•  日本国内で培われた豊富な不動産開発ノウハウと高品質なマンション開発実績

グレイプス世田谷千歳台

事業内容

上海・シンガポールに現地法人を設立し、中国では現地有力デ
ベロッパーである万科グループと共同で分譲マンション事業を、
ASEAN地域では高い成長力が見込める新興国での開発事業
を推進しています。

ダルマワンサプロジェクト（外観イメージ）

今後の戦略
•  現地の商慣習・マーケットを熟知する有力デベロッパーとの協業
•  対象エリアをアジアに限定。駐在員を現地へ派遣し、リスク管理を徹底
•  相対的に事業期間が短く、事業環境変動リスクが小さい住宅事業を中心に投資を拡大

具体的な取り組み

 現地有力企業との協業による事業推進 回転

中国では10年以上にわたり、現地有力デベロッパーであ
る万科グループとともに分譲マンション事業を展開してき
た実績があります。今後も底堅い需要のある2級・3級都

市において継続的に投資していきます。ASEANにおいて
も、現地デベロッパーとのリレーションを強化し、強い需要
が見込める案件を厳選して投資する方針です。

プロジェクト名 主要用途 竣工年度
瀋陽明天広場PJ 住宅、商業、オフィス 2013年～
青島PJ 住宅、商業 2015年～
揚州北PJ 住宅、商業 2016年～
徐州喬湖PJ 住宅 2019年～
揚州南PJ 住宅、商業 2019年～
揚州東PJ 住宅、商業 2021年～
銀川金鳳PJ 住宅、商業 2021年～
嘉興桐郷PJ 住宅 2020年～

所在地 プロジェクト名 主要用途 竣工年度
シンガポール CPFビル再開発PJ オフィス 2020年
ミャンマー・ 
ヤンゴン 博物館跡地再開発PJ オフィス、商業、 

ホテル 2021年

タイ・バンコク スクンヴィット26PJ 住宅 2021年
タイ・バンコク サトーン12PJ 住宅 2022年
タイ・バンコク スクンヴィット38PJ 住宅 2023年
インドネシア・ 
ジャカルタ ダルマワンサPJ オフィス、住宅 2021年

インドネシア・ 
ジャカルタ ロッジアPJ 住宅 2022年

中国プロジェクト ASEANプロジェクト

おはよう保育園

有料老人ホーム 総戸数 竣工時期
1 アドニスプラザ大宮 45 2000/1
2 サンスーシ北浦和 69 2004/8
3 サンスーシ大和田 53 2012/11
4 グレイプスウィズ四谷 48 2017/8

サービス付き高齢者向け住宅 総戸数 竣工時期
1 グレイプス浅草 98 2009/12
2 グレイプスふじみ野 86 2013/10
3 コーシャハイム千歳烏山 86 2014/2
4 グレイプスガーデン西新井大師 62 2014/8
5 グレイプスウィズ大森西 56 2014/12
6 グレイプスJ東池袋 51 2014/12
7 グレイプスフェリシティ戸塚 97 2015/1
8 グレイプス川崎新町 69 2015/3
9 グレイプスシーズン戸塚 74 2015/11

10 グレイプス辻堂西海岸 158 2016/8
11 グレイプス立石 96 2017/1
12 グレイプス用賀 120 2017/3
13 コーシャハイム平尾 65 2017/3
14 グレイプス湘南辻堂 70 2017/7
15 グレイプス世田谷千歳台 83 2017/8
16 （仮称）北青山三丁目地区まちづくりプロジェクト 49 2020/5

おはよう保育園 運営形態 定員 開業時期
1 おはよう保育園 三ッ沢下町 企業主導型保育事業 15 2017/4
2 おはよう保育園 横浜根岸 横浜市小規模保育事業 15 2017/4
3 おはよう保育園 南砂町 東京都認可保育所 80 2018/4
4 おはよう保育園 西巣鴨 東京都認可保育所 47 2018/4
5 おはよう保育園 椎名町 東京都認可保育所 20 2018/4
6 おはよう保育園 大森町 東京都認可保育所 54 2018/4
7 おはよう保育園 花咲町 横浜市認可保育所 58 2018/4
8 おはよう保育園 マチノマ大森 東京都認可保育所 50 2019/4
9 小規模保育園 おはよう保育園 大山西町 板橋区認可小規模保育所 19 2019/4

10 おはよう保育園 清澄白河 東京都認可保育所 60 2019/4
11 おはよう保育園 亀戸 東京都認可保育所 45 2019/4
12 （仮称）おはよう保育園 関町南 東京都認可保育所 34 2020/4
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ESGへの取り組み

 リゾート事業 ライト・ノンアセット

ライフスタイルが多様化し、モノ消費からコト消費の時代
へ変化する中、リゾートホテルや温浴施設の開発・運営、ゴ
ルフ場の運営やコンサルティングを行っています。
　近年のペットツーリズムの流行に着目し、2013年より 

事業を展開している愛犬同伴型ホテル「レジーナリゾート 

with DOGS」では、全室・全エリア愛犬同伴可能であり 

ながら高級旅館並みの設備とサービスを提供することで
愛犬家富裕層から好評を博しており、順調に施設数を拡大
しています。

 不動産ファンド事業 ライト・ノンアセット

不動産投資市場が拡大する中、2002年に日本で5番目に
上場した「日本プライムリアルティ投資法人（JPR）」や私
募REIT・私募ファンドを通じて、さまざまな不動産投資商
品を提供しています。
　不動産の目利き力を活かした物件取得による資産規模
の拡大、戦略的な資産の入れ替えによる資産ポートフォリ
オの質の向上を図るとともに、当社グループでマネジメン
ト業務を受託することで安定的な運営フィーの獲得を目指
しています。

オリナスタワー

レジーナリゾート軽井沢御影用水河口湖カントリークラブ おふろの王様 大井町店

温浴施設 開業時期
1 おふろの王様 東久留米店 2001/7
2 おふろの王様 志木店 2003/1
3 おふろの王様 港南台店 2005/3
4 おふろの王様 花小金井店 2006/11
5 おふろの王様 多摩百草店 2008/7
6 おふろの王様 大井町店 2011/3
7 おふろの王様 海老名店 2014/2取得
8 おふろの王様 瀬谷店 2014/2取得
9 おふろの王様 高座渋谷駅前店 2014/2取得

10 おふろの王様 町田店 2015/6

11
（仮称）おふろの王様 和光店 
（和光市広沢複合施設整備・運営事業） 2021/12

ゴルフ場
1 河口湖カントリークラブ
2 Jゴルフ鶴ヶ島
3 リバー富士カントリークラブ
4 ホロンゴルフ倶楽部
5 ジェイゴルフ霞ケ浦
6 バイロンネルソンカントリークラブ
7 都ゴルフ倶楽部
8 鷲羽ゴルフ倶楽部
9 東条ゴルフ倶楽部

10 赤坂カントリークラブ
11 東庄ゴルフ倶楽部
12 白河高原カントリークラブ

2018年12月末時点
運用資産規模
JPR：4,350億円
私募REIT：510億円

レジーナリゾート with DOGS 客室数 開業時期
1 レジーナリゾート富士 21 2013/11
2 レジーナリゾート箱根雲外荘 10 2014/7
3 レジーナリゾート伊豆無鄰 8 2016/3
4 レジーナリゾート軽井沢御影用水 26 2016/7
5 レジーナリゾート蓼科 23 2017/5
6 レジーナリゾート旧軽井沢 26 2017/11
7 レジーナリゾートびわ湖長浜 15 2018/6
8 レジーナリゾート鴨川 25 2018/7
9 レジーナリゾート箱根仙石原 22 2018/10
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